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第４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１月 21 日（火）14：00～16：00

２．開催場所 ゆうあい（旧第１福祉作業所） 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、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、

古田隆司委員代理一戸康宏氏、竹谷弘美委員、小川圭子委員、立花淳一委員代理立花まなみ氏、

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

（３）その他

５．資料

議題１①資料１ 第３回地域生活支援部会での事務局からの提案事項

議題１①資料２ 第３回地域生活支援部会での提案「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

議題１②資料 来年度の地域生活支援部会で議題に取り上げていただきたいこと

議題２資料 平成２６年度地域生活支援部会の方向性について

６．議事

＊事務局注 施設や事業所を利用している方などの情報に関係する部分は、一部削除あるいは要旨のみを

掲載しております。

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ます。

協議会を開催する前に、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ものにつきましては、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、十分なご配慮をお願いいたします。また、会議を円滑に進めるためにもご発言の際に

は、挙手をいただき、リーダーの「何々委員お願いします」の発言のあとに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、出席にあたりましては代理出席の方がおります

ので、報告させていただきます。エメラルドサポート株式会社、中村様よろしくお願いします。

中村委員：中村です。よろしくお願いします。

事務局：続きまして NPO 法人たちばなリハビリサービス、立花様。
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立花委員：立花です。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ので、よろしくお

願いいたします。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：それでは早速、議題に入ってまいります。議題１の資料について、事務局から説明をお願いい

たします。

事務局：地域生活支援部会では、これまで事例等も提示しながら、前回につきましては皆様から住まいの問

題や課題についてのご意見、ご提案等をいただいきました。それを事務局でまとめて、３つのカテゴ

リーに分けさせていただきました。

まず、「小さいグループホームなどを増やす工夫が必要という意見」が多々出ました。「ご近所との

関係、人と人とのつながり、あるいは、地域との関わり」、こういったところのご意見が出ておりま

した。また、「いろいろな個性の人がいるので、大きいところで一緒にまとめてしまうのは不安な部

分もある」、「大きい施設が先にできると、小さいところがその後できてこないというのもあるのでは

ないか」、「施設を作るには何年もかかるけれども、民間のアパートを借りるのではすぐできるのでな

いか」、「一人一人のケースに合わせた施設を小さくてもいいから作っていくことを基本にしたほうが

いいのではないか」などの意見が出ておりました。

二つ目に「多機能型の中核となる施設があれば安心できる」と意見で、「専門職が常駐するような

場所は必要だと思う」、「夜中に何かあったときの対応が不十分な部分がたくさんある」、「多機能型の

グループホームができたらいい」、「グループホームでうまくいかなかったとき、自宅に戻るのではな

く、多機能型グループホームのサポートを受けながら、徐々にグループホームで生活できるようにし

ていければいいと思う」、「グループホームへの入居はハードルが高くて、在宅か入所施設かとなるの

ならば大きい拠点となるところがあることはニーズにあっているかと思う。」、「当事者の望む暮らし

ができる地域になるには、医療との連携が必要になったり、いざというときに駆けつけられるような

仕組みが必要なので、拠点となるものがあればいいのではないか」というご意見がありました。

また、三つ目に、それ以外のご意見として、「グループホームを立ち上げの補助金の制度ができた

が、なかなか増えていない」、「定員の確保が課題」などが出ました。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：資料「議題１の①」と「議題１の②」の関係はどうみればいいんでしょうか。

事務局：「議題１の①」は、地域の拠点となる多機能型グループホーム案と書いた資料ですけれども、これ

は、前回の部会で全体像をイメージしていただくための一例に示したものなので、必要な機能等を考

える上での参考にしていただければということで、配布させていただいております。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：これは、事務局が皆さんの意見を図にまとめたものと思っていいですか。もしくは、国が指針

を出してるような図なんですか。

事務局：このままの形では指針は出ていないかと思います。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい、わかりました。今までの会議を振り返って、事務局で意見をまとめていただきました。

これについて何かご意見、ご質問、確認等々ございましたらお願いいたします。

上田委員：千葉発達障害児・者親の会コスモの上田です。反対というのではないですけど、グループホーム

の必要性、たぶん１つってことにに私たちはすごく不安感を持っていて、私たちの障がいの人たちが

求めてるものに、専門性があるんですね。いろいろな障がいというか、健常でない状態が全部障がい

なので、いろんなものがあると思うんですけど、それを１つでまかなえるのかっていうことについて

は、学校の現場とか、それから実際の療育の現場を見てると、みんなそれぞれ持ち分があって、お得

意なことをされているので。たとえば、障がい種別に３つとか４つとか、１つではなくて、専門性を

考えるっていうことだったら、棲み分けをして、１つではなく、たとえば、北栄に１個、美浜に１個
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とか、そういうふうにして、そこが有機的に結び付ければいいので、なんていうのか、いつも思うん

ですけど、１つだと、網羅的にすると、そこからとりこぼれる専門性っていうのが必ずあって、そこ

にすごく被害を被る人たちの親なので、そこをぜひ、考え直してほしいなというふうに思いました。

以上です。

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

今のところ、全体で１つの大きなものつくろうということでは、意思の統一が行われてなくて、上田

さんの発言は、（資料の）１番の意見に相当するので。（資料の）２番では、核になるものつくったら

どうかという意見になってます。（資料の）１番の賛成意見としていただいたと、ご理解してよろし

いでしょうかね。

小川（礼）委員：あいらんど小川です。上田さんが言ったこと、もっともだと思います。専門性ということ

も非常に大事だと思うんですけれども、やっぱり、それぞれの個性に合わせたグループホームをたく

さん作っていくという方向のほうが、いいと思います。

前回の世話人さんの話をしたと思うんですけど、世話人さんもいろんな性格の方がいらっしゃいま

す。私のほうはみんなでアパートをお借りしているので、民間のアパートにもいろんな人が住んでい

ます。障がいがあるんじゃないかなって思うような方もいらっしゃるんですよ。そういう人たちを一

緒にひっくるめて地域で生きていかなきゃいけないじゃないですか、私たちは。自分の家の中にもや

っぱり障がいじゃないと思うような人もいるかもしれない。それが自分の夫だったりするかもしれな

い。そうなってくると、障がいと健常の境目っていうことを考えたりするときに、専門性っていうの

は非常に難しいかなと思います。

ただ、一つ一つグループホームを作っていくと、１つしかまだ作ってませんけど、たくさんの課題

が沸き起こって、いざ入るとなったらやっぱり住めないとか、いろんな壁があって、それも一つ一つ

障がいの度合いによるんだと思うんですけれども、障害区分のように１と２の差、３と４の差みたい

に分けていけない部分がたくさんあって、驚くほどの課題がいっぱいあるんですね。

だから、それを集約して多機能型一つを作るっていうのも一つだったかもしれませんけど。やっぱ

り、このグループホームのカラー、このグループホームのカラーっていうふうに少しずつ、何年もか

けて確立していけば、駄目だと思ってたらこの人はこのグループホームに合っていたとか、こういう

障がいの人だけ集めてみたらやっぱりうまくいかなかったから２人ぐらいこちらがいいとか、たくさ

ん選べるような、小さなものを本当に地域に作っていくと、その地域で広がっていく。

前にも言ったように、近くの方を世話人さんにしてもらうと、地域に密着できるので。世話人さん

っていうか、その地域で雇うことで、その方の就職というか雇用というか、ますます定着してくださ

るんですよね。だから、遠くから、すごく経験のある世話人さんを呼ぶんじゃなくて、ご近隣の方に

今手伝っていただいてるんですけど、とても良いんですよね。

だから、そういうところを作っていったら、私にはまかないきれないわっていう課題があったとき

に、みんなで悩む。で、計画相談もかけていって、悩んでいく。そうして、やっぱり違うグループホ

ームも必要ねみたいになっていって広まっていけば、小さいグループホームがたくさんあるほうが、

そこに全然あてはまってなかった方も。あとはそこに、不思議なもので履歴書見るとびっくりするよ

うな資格のある方もいらっしゃるんです。そうすると、専門的知識もうちの利用者さんに入ってくる

かなみたいな、思わぬご褒美もあるんです。だから、それはやってみないとわからないので、最初か

ら旗をあげてこういう知識がある人、こういう資格を持ってる人って集めるのも１つだと思うんです

けど、そうやって集めてしまうと収拾つかなくなるので、実はこんな素敵な可能性を持った世話人さ

んがいるとかこんな知識を持った人がそばにいる、近所に住んでいた。建築屋さんが住んでいたとか。
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今とてもあるんですよ。だから、とても、発展性というか、きりがないというか。すいません、まと

まらなくて。

神谷委員：自閉症協会の神谷です。これは、小さいグループホームをたくさん増やすか、機能型の大きな施

設を１つ作るかっていうお話ではないと思うんですけど。私はどうしてもどっちが先とか言えなくて、

同時に進行してほしいと思ってるんですね。

専門的な知識のある人というのは、私も思っているところがあって。なぜかというと、発達障がい

は、とてもわかりづらい部分があって、勘違いされたりとか。

いろんな場面で学校の先生とかに説明しても伝わらないもどかしさっていうのを、たくさん経験し

てるので、そこに対する危機感が強いんだと思うんですね。見た目にわかりにくいし、しつけなのか

障がい特性なのか微妙だったり。あとは、親が、障がい特性に飲まれ過ぎている場合もあると思うん

ですけども。

そういうことがあったりするので、ぱっと見、お話できてるし、漢字書けてるし、字も読めるって

いうことで、知的に高いことで大丈夫じゃないとされたりっていうことが、積もり積もってるのがあ

って、特にコスモさんなんかは、知的にあまり重くない方とかも多いと思うので、そういう勘違いを

されてしまうことが多くて、特にそこを強く言ってるんだと思うんですね。私も、そこなんだろうな。

それを全然問題にしないで進んでいくことには、危機感は感じます。

１つ拠点になるところがあってほしいのは私も思っていて。資料にも出てますが、グループホーム

でうまくいかなくって、会社よりは自宅っていうことだと、本当にへこむと思うんですね。やっぱり

この子は理解してもらえないんだって。またそう思っちゃうのが嫌だなっていうのがあって。間に入

って、専門知識とか、スキルがいっぱいいる人がいると、親が安心できるっていうことで。専門職の

資格を持ってる人が絶対いいっていうわけではないと思うんですけど、１つの安心材料にはなるとい

うことだと思うんです。

親が先走って、子どもがかわいいって言ってるばかりではないということを、わかっていただける

とありがたいなと思います。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。ありがとうございました。中核になるものと、小さいものと両方あって、中核のところ

でポイントにするのは、重度障がい者が行けるグループホームというのがやっぱり視点に１つあって。

で、小さなグループホーム、何がちっちゃいかと言うと、そう、私ども４人くらいの定員できっとや

るんだろうと思いますが。なかなか、その、サポートの必要な人が、住めるような住まいが、なかな

か、浦安で確保できないということと。

それと、皆さんは、ご存知でしょうか。おそらくこの４月ぐらいから大きくグループホームの施策

が変わってきてですね、共同住宅と寄宿舎という概念が入ってきて。たとえば、４LDK のマンショ

ンを１戸借りてですね、グループホームにしようというのが、できづらくなってるという現状があっ

て、国交省の方針で、グループホームを共同住宅として認めないっていう方針が出て来て、寄宿舎み

たいな考え方があったりですね。そうすると、消防法とか、建築法とかでしばりがあって、おそらく

浦安のオーナーさんにグループホームで貸してくれって言ってもほとんどは貸してくれない状況、浦

安に限らず都市型のグループホームでマンションを借りているところは、なかなかやりづらくなって

きてるのは現状なので。この議論は、まだまだ続けていいと思ってるんですが。

小さいグループホームにするならば、増やす方法をもうちょっと具体的に出さないと。総論で小さ

いグループホームを増やすのはいいよねって言っても、前回、運転資金はいつの時点で出るんだみた

いなご指摘があって、やったところは大変苦しい経営に入るから、小さいグループホームがもっとで

きるんだったら、こういう仕組みがほしいよねとか、そういう意見ももし出していただければ嬉しい
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かなと思います。あとは中核について、こういう意味合いの中核だよっていうご意見がある方いらっ

しゃれば、ご提案いただきたいと思います。

吉田委員：グループホームという形とは少し違うかもしれませんが。たとえば、隣の市川市は、福祉部に市

営住宅があって市営住宅自体が、福祉のための市の住宅というふうなことが、位置づけられておりま

すし。市町村によっては、たとえば、都市部に市営住宅があって、要するに、低所得者のために、住

宅を提供するというところがあります。

東京都なんかも、単身者、生活保護世帯、障がい者の方の優先的な入居を確かやっていたと思いま

す、グループホームだけが唯一の住まいではなくて、自治体によっては市営住宅を福祉住宅という形

で勧めてるところがある。すでに市川市は、そういう形で勧めていて、福祉の対象である方たちが優

先的に住んでいます。

だから、グループホームが必要であろうと思いますが、グループホームだけではなくて、家賃の安

い住宅、それから千葉県だとか国交省の社会的弱者に対して、保証人がなくても入れるような安心賃

貸というような仕組みだとか、制度の中では仕組みはたくさんあると思いますので、そういうのを調

べてみると、グループホームも選択肢の１つ、公営住宅も選択肢の１つ、身元保証などが楽になって

入れる安心賃貸、そういうようなことも全部まとめて、支援として考えるのはいかがかと思います。

内村委員：フレンズの内村です。私どもはグループホームをやっていて、定員は 26 名です。一人一人のケ

ースに合わせて、やってはいるんですけど、なかなかそれにあてはまらないっていう方も、多々いる

んです。

やっていて思うのは、ご家族の方とうまくいかないと。ある程度、規定は作ってるんですけど、そ

れから外れる場合に、一旦、ご家族のほうに一応戻そうかとはするんですけど、それも拒否されて、

うまくいかないっていう場合もあるんです。それは、もうしょうがないんで、じゃあもう少し我慢し

てなんとか立ち直るまでちょっと見てみようってことで、時間をかけてやっているんですけれど、な

かなか、それもうまくいかない場合もあるんです。

グループホームは、確かに小さいものをあと３つ、４つできると一番いいんでしょうけど、そこに

入るまでに、そのグループホームが、本当にいいのかどうかっていうに利用者さんの考えも入ってく

るわけですね。ここだとちょっとやりづらいなとかね、そういう面も、出してくる場合があるんで、

相談しながらやるんですけど。

中核の多機能型は、興味は持っているんです。なぜかというと、拠点があると安心かなっていうの

もあるんです。医療とか、専門職の総合相談というか支援をやっていただけると、すごく助かるなっ

ていう面があるんです。夜中とかに何か問題行動が起こったときに、拠点があると、そこにまず相談

を持っていけると。夜中だろうがなんだろうが、連れて行って話もできる。そういう対応が、やりや

すいんだっていう。

時間はかかると思いますけど、必要じゃないかなっていうふうに思っているんですよ。先にできる

と本当は一番いいのかなと思って。利用者さんでも、もう高齢になられる方がいるわけで、おそらく、

あと５、６年もすると、７0 近くになると思うんですけど。そうすると、介護とかも今度考えていか

ないといけないってなると、世話人と支援員だけで果たしてそういう高齢の方を入れるかどうかって

いうのもね、１つあるので。やはり、こういう拠点になるところがあれば、高齢の方も相談に行ける

し、重度の方も入れるんだったら、安心して任せてもいいのかなっていうふうに思ってますけどね

浜田委員：視覚障害者の会トパーズクラブの浜田と申します。多機能型中核グループホームは、重度身障

者と精神の方たちも一緒に入るという計画で、立ち上がるんですか。

私の知人で、全く見えない聞こえないしゃべれない方がおりまして、その方は一生懸命頑張ってや
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ってて。私が自立支援協議会に関わるようになって、ちょっと話を聞いたところ、横浜は多機能型を

立ち上げたと。それが、その人にとってはすごくよかった。住むわけじゃなくても、１週間でも預か

ってもらえるようになっていると。私たちは、そういう頼りになるところがほしかったから一生懸命

がんばったということを聞いたんです。

今の浦安市の状況は、どういう状況になっているのかも、ちょっとお聞きしたいんですけども。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございました。横浜型って言われているものですよね。

浜田委員：ええ、たぶんそこはいろいろ設備が整っていて、見学者も来られるそうなんですよね。だから、

そういうところも見て、こういうもの（多機能型）も立ち上げようっていう計画もなさったんだと思

うんですけども。

やっぱり、核になるところはあったほうがいいなと思いますけれども。いろいろな子どもたちとか、

いろんな立場の方がありますのでね、その子たちにあったやり方とか、成年の方でも要望があると思

うんで、浦安市がこれからどうするかは、いろんな立場で今話し合っているようにして、大きなもの

は、なかなかなり手もないし、入る人もあまりいないと困るので。ちょうど浦安には浦安のいいとこ

ろがあって、できればいいなと思ってますけども、難しい問題だと思います。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございます。質問が二つ。一つは、重度心身障がいの方と精神の方が入るものとし

て、この提案をつくられるかっていう質問と、二つ目に、現在、浦安では、どういう実態になってい

るのかという質問ですね。

浜田委員：そうですね、重度の方たちもどのような生活なさっているのか。みんなそれぞれ、精神の方たち

も会を作ってやってらっしゃるとは思うんですよね。だから、問題点はどこにあって、それをどのよ

うに解決していったらいいかを考えないといけないと思いますね。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。また、横浜型が最近大変脚光をあびていると聞いているので、知っている方は、説明し

ていただきたいと思います。最初に、事務局から答えてもらってもいいですか。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。前回の部会で事務局のほうから提案した多機能型グループホームにつ

いては、知的障がいの方も重度の心身障がいの方も、すべての障がいに対応できる多機能型という提

案になっています。

今日もご意見がありましたけれども、障がい別に専門性があったほうがいいじゃないかということ

は参考にして、検討したいと思いますが、今の提案としてはすべての障がいに対応で提案しています。

現状ですが、浦安市内のグループホーム・ケアホーム、皆さんのおかげでだいぶ増えてきました。

フレンズさんのほうにも、また今年も定員増やしていただいて、現在 26 名ですね。あいらんどさん

が４名、それから新たに事業所、制度補助のほうで、手を挙げていただいて年度内にまた増える予定

になっていますが。入ってる方については、最重度の方は、残念ながらいらっしゃらないのが現状で

す。

たとえば、身体障がいの重度の方で医療的ケアも必要とするような方というのは今、市内で、対応

できるグループホーム・ケアホームがありません。身体障がいの方の病院併設の療養介護という施設

入所のような市外の施設に入っていらっしゃるのが現状です。

それから重度の知的障がいの方の行動障がいの激しい方については、千葉県の事業で、12 月から

新聞報道等でお名前をご存知かと思いますが、千葉県の社会福祉事業団の更生園という施設のほうに

入ってらっしゃる方もいらっしゃいますし。やっぱり、重度の方はそういった施設入所ということで、

浦安市外で生活をされているのが現状です。

また、今回、千葉県の社会福祉事業団が設置している更生園とそれから児童の養育園で、虐待が発

覚されて現在もまだ調査中ですけれども。千葉県の各地から、浦安だけではなくて入所されていて、
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中に入っている方はコミュニケーションをとるのが難しくて、なかなか虐待されてるっていうことを

ご自分から誰かに訴えられるような方ではなく、施設が身近なところにないので、市町村の職員だっ

たり、保護者だったりが、しょっちゅう行き来してるわけではないんです。

浦安には今入所施設はないんですけれども、浦安の方が通所しているのは、障がい者福祉センター

きらりあですが、ここは、浦安地域の方にも開かれていて、お祭りがあって、どなたでも入って行け

たり、また虐待防止の研修会もこの施設で今年やらせていただいて、地域の皆さんがこの施設に入っ

て勉強したりとか、私たち職員も、普段から行き来してますが、浦安市民の方が入っている入所施設

は、実は遠くてしょっちゅう行けるようなところではなく、残念ながら虐待ということも、新聞報道

等で後から知ったというのが現状ですので。やはりこの、重度の方を身近な地域で見れるようにやっ

てかなきゃいけないなとは思っております。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい、２つの質問については、まずそれでよろしいですか。あと、先ほどの横浜型とか、最近

は川崎とか、いろいろ変わるみたいですが。ご存の方いらっしゃれば話してみてくれませんか、いか

がでございましょう。いなければ次の会議のときに調べて資料を持ち込むということで。

森嶋委員：パーソナル・アシスタンスともの森嶋です。確定情報で、厚生労働省から出されてはいませんけ

ど、障がい者の地域生活の推進に関する議論の整理の参考資料の中には、今回提示されているような

多機能型とかの支援の住宅については、もう組み込まれて政策として展開されるってことが書かれて

います。

さきほどの横浜型とか、川崎型とかというのは平成 20 年だったと思いますけど。障がい者の推進

事業に手を挙げて採択されて、公募がかかって、横浜で今公募がかかっているのは４つある。各区だ

から今４つ目か５つ目ぐらいになってきているんだと思いますけど、そこは行政が用意した土地等に

対して、それなりに大きいものになっちゃっていますよね。ただ、浦安自立支援協議会が提案してい

るものよりは、少し建物としては大きいですけど、そういうものを作って地域全体を見ましょうと。

都市部については、多機能型がいいんじゃないかなどについては、いろんなところがいろんなことを、

持ち出しできるような支援がいいんじゃないかというのは政策として今後出てくるっていうことと。

平成 26 年の厚生労働省の予算の中に、障がい者の施策の部分で、住まいのところが、入ってきてて、

ここについてはたぶん、市町村に対して 26 年 27 年のどちらかで、国に対して手を挙げて、手を挙

げたところを優先的に採択するみたいな。会議の議事録を見ると今、そういうふうになってるってい

うのが、僕の知っている範囲です。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい、ありがとうございました。森嶋委員は、大変勉強しているからよくわかりました。あり

がとうございました。

西田（良）委員：基幹相談の西田です。先ほど橋野課長にお答えいただいたことは、その通りなんですけど、

かたやもうひとつの事務局として申し上げると、基幹相談支援センターに寄せられている相談の事例

を、部会の１回目に提示させていただいたと思います。

そこには、行動援護の方ですとか、知的障がいの方、発達障がいの方、それから重度心身障がい者

の方、医療的なケアが必要な方の事例を、こと細かに非公開で皆さんにお伝えして、その中から見え

てきた課題を整理して、委員会の中での課題を出していただいて、まとめていますので、障がいにつ

いては、橋野委員がおっしゃった通り、あらゆる障がいを想定しておりますけれど。医療的なケアと

か、行動援護の人たちにどう対応するかとか、資料に専門的ケアステイって書いてありますけれども、

そういった背景があるということを、もう１度再確認させていただきたいと思いました。

それから、先ほどから出ている、小さいグループホームがいいのか大きいほうがいいのかっていう

ことですが、必要な住まいってみんな違うと思っているんです。
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たとえば、軽いと言われる発達障がいの人たちの生きづらさを考えたときには、やはりすごく困難

があると思いますし。その人たちがどんな住まいを選べばいいのかとか、どんな機能があればいいの

かっていうことと、医療的なケアの必要な人に必要な機能っていうのは、また違ってくると思うんで

す。なので、先ほど、浜田さんがおっしゃったように、今、地域にどんな人たちがいて、どんな困り

ごとがあって、それで何を対応したらいいのかって言ったときに、どっちかということではではなく

って。

多機能型の資料に、地域のセーフティーネットを構築するって書かせていただいてるんですけれど

も、４人で暮らしているグループホームで、１人が発作をおこして病院に世話人さんが行っちゃった

ら、残りの３人を誰も見る人がいなくなってしまう。そのときにどうするんだと。

法人のバックアップで職員を出すとかそういうことは当然するんでしょうけど、それでもやっぱり、

救急のときは人手が足りないっていうときに、どこかに拠点があって、救急対応ができるとか、そう

いうことも考える必要があるかと思うし、社会資源としては訪問看護も足りない。それから在宅の訪

問員さんたちもいない。それから障がい者に対する安心コールセンター的な機能もないっていう中で、

やっぱり何の機能が必要なのかなっていうことを、できればここでは議論していただいて。これがほ

しいね、あれもほしいね、でも小さいグループホームもたくさん作っていこうねと。でも、作るのに

は先ほどリーダーがおっしゃったように、制度が変わって、消防法の問題とかあって、マンションで

暮らせなくなっちゃったら、地方の小さいグループホームだってつくれないじゃない、どうしようっ

ていう、そういう積み重ねが必要だと思うので。

どの障がいがどうなったじゃなくって、すべてを網羅してやっていく必要があるので、機能の話を

していきたいし、ここで言ってるのは、やっぱりバックアップの仕組みをどうとるかってことなんで

すよ。

一人暮らしの人だってバックアップしていかなきゃいけないし、家族がみている人のこともバック

アップしなきゃいけないし、グループホームの４人で暮らしている人も、一人で暮らしている人もバ

ックアップしていかなきゃいけないものは、浦安に少なくても今一時ケアセンターとかもありますけ

ど、そういう議論の積み重ねが今日なんだなっていうことを、もう１回共有したいなっていうふうに

思いました。

それから横浜型は、これと同じように、住んでいる人もいますし、いざっていうと駆けつけるって

いう仕組みもありますし。資料に書いてあるような在宅もあったりとか、訪看が入ったりとか、その

ほかも入ってましたけど。それが人口何人に小学校区に一つとかできていくと、本当に地域がまわっ

て行くのかなっていうふうに思いますので、そういう仕組みを、例えばみんなで見に行ったりとか、

勉強しに行ったりとかっていうのもいいのかなって思いました。

新宅委員：健康福祉部長の新宅です。本当に聞きたかったのは、実際当にグループホームを運営している方

からの問題点や課題。あとは、どういう形で作ってもらいたいか、こういう障がいの方にはこういう

機能を持った施設が必要だとか、生の声。25 年度最後の会になりますけど。今年度はすごくいい会

議になってるので、引き続き、どしどし課題をぶつけていただいて。その課題だったら、私たちは、

こういうノウハウを持ってるとか、知識があるとか、そういうふうにこの部会をつくり上げていただ

いて、市に提言をいただければと思いますので、引き続きよろしくお願いします。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：今日では、おそらくまとまりきらないので、今日はどんどん意見を言っていただいて、次の参

考にしたいと思います。

小川（礼）委員：グループホームで、利用者さんが宿泊しない日は、家賃をもらえず、給付も請求できませ

ん。アドバイスなどをお聞きしたいです。
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吉田委員：身障センターの吉田です。今の問題は、何もグループホームに限るものではありませんので、日

額報酬で、今の障害福祉サービスが全部できていますから、それは、ほかの部分と一緒になって、日

額報酬の部分を、やっぱり変えましょうと。日額報酬の部分と、定額の部分と、２階建てにちゃんと

報酬をしないと、これ、どこの、事業所も回りませんよということは、グループホームだけではあり

ませんので。これは、きちんと、行政が受ける上で、報酬体系を変えてくださいということをやっぱ

りきちんと言うべきだと思います。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：そういう提案もあるということですね。

竹谷委員：浦安市障がい者等一時ケアセンターの竹谷です。私どもは、緊急一時の施設だったり、１人暮ら

しをしようかなっていったときの社会的な経験を積む場で、宿泊できたりというような施設ですが、

その中から、見えてきてることっていうのがあります。

やはり、今重度の方の住まいがないという現実が、浦安の中にもあります。で、一時ケアセンター

を使われてる方も、たくさんいらっしゃいますけれども、住まいとなったときに、重度の方たち、発

達障がいのこだわりが強い方もいらっしゃいますし。大きな車いすだったり、その方に合った車いす

を使われているので。介助をするにも、幅が必要だったり。住まいっていったところでは、やはり、

その方に合った、ハードというものが必要になってくる方もたくさんいらっしゃいます。

そういったときに、小さいグループホームが増えていくというのが、地域の中で暮らすという意味

では、ご近所付き合いだったりとか、一般市民の方と密接に関わっていくということもすごく大事な

ので、そこも必要で。たとえば、改築や改装で対応できる方たちは、そういった形で住んでいければ

いいかなと思うんですけれども。安心した住まいにするために、ハードルから作っていくかっていう

ことが必要な部分だったりとか。

あとは、身体障がいの方でも、自立して、できる機能は活かして暮らしていけるのが、一番ベスト

だと思うので、建物から工夫して、建てていくっていうことで、住まいを構築していくということも

すごく必要なことだというふうに感じています。後付で、いろんなものを変えていくっていうところ

では、限界があるかなと思うので、住まいとは、その方が安心して暮らせる場所なので、そういった

ことも含めて、神谷委員が言った通り、こういう拠点的なものと小さいものと、両方、並行して考え

ていくことが必要かなと感じています。

西田（良）委員：基幹相談の西田です。今、グループホームをやられてる方とか、今後、やろうとしていた

だいてる方に、すごく聞きたいことなんですけど、この前事例に出したような医療的なケアが必要な

人とか、特定のものにすごくこだわっている人とか、行動援護の人とかを、今の状態で積極的に受け

入れていける気持ちっていうのはあるのかっていうことと、難しいのか、受け入れたいけど、どんな

困難があって受け入れられないのかとかを教えてもらえると助かるかなと。こういうふうになってた

ら、私たちは受け入れられるよとか、こういう壁があるから難しいんだよっていうことがあるのか。

たとえば、あいらんどさんや、フレンズさんに、「こういう人たち、どうですか」って言ったら、「ウ

エルカムなの」っていうことなのか。そこら辺を教えていただけると助かります。

内村ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ：はい。フレンズの内村です。こだわりの強い方は、事前に当事者や支援員の方と入居する前

に話を聞いて、注意することを事前に知らせていただいています。私どもも、気を付けながら、部屋

等々、見回りしながら、注意してやってます。

今のところ、常に気を付けてやってますので、大きな事故も幸いにないものですから、それは、世

話人さんとか支援員さんが、一生懸命やってくれてるのかなというふうに思ってます。

あとはその方たちのその日の態度、言動、気分は、変わりますので、振り回されるということもあ

るんですけど、それはもう致し方ないことで、その都度、相談に乗りながら、なるべく利用者さんが
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暮らしやすいように、努力してます。常に、相談しながらやっています。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：サポートの必要な人を受け入れる気持ちがありますか。もし、受け入れる、受け入れないんな

らば、何か問題があるんですかっていう質問については。

西田（良）委員：基幹相談の西田です。重度心身障がい者って言われるような人や、行動援護類型のマンツ

ーマンでいなければ難しいっていう人たちの住まいが、今すごく困っているんです。そういうときに、

どうなるかなと。だから、そんなの言ってくれないだけだよっていう話なのか。受けたいけど。でも

こういう条件が整わないから、今は無理なのか。

小さい、大きいの話ではなくって、受け入れてくれるグループホームがあれば、もちろん住まいは、

小さいほうがいいと私は思うんです。私もというか、みんな思うと思うんです。そんな大所帯で入所

施設に入りたくないとか。入所施設が NO だから、地域生活が始まったわけですから、この施策、

障害者自立支援法。なので、マンツーが必要な人も、なんでもかんでも OK になるんだったら、あん

まり問題なんかないのかなと思ったので。やっぱり、問題を共有したいなと思ったんです。実際にグ

ループホームをやってる人たちが、たとえば、住まいがつくれないんだとか、改修費お金かかるんだ

とか、いろんなことがあると思うんで。マンツーマンではつけられないんだとか、そこら辺を教えて

いただけるといいのかなと思いました。

内村ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ：私どものグループホームは、軽度の方でグループホームから自立していただける方というこ

とで、やってるんですよね。知的の方、精神の方でも、軽度の方が、やっぱり多いですね。その方を、

まず就労を含めて、あくまでもフレンズから自立していける方をということで、やってまして。

重度の方ってなると、やっぱり専門知識が必要な方を見れるわけじゃないので。そういう方からお

話があった場合でも、対応しきれないっていうのが、今の現状ですね。

今、体験で来られてる方というのは、大半が精神の方ですね。それと、知的でも軽い方ですね。そ

ういう方が入って、就労に向けて、自立したいということの方を今受けています。

小川（礼）委員：希望としてはですね、私は、個人的には重度の方も受け入れたいですね。本当にお困りだ

と思います。やっぱり困った人がいたらと思いますし。人員配置は、本当に驚くほど、友人関係で、

整っているので。土曜日のお昼とか、あいらんどがお休みの日のお昼とか、そういうときの人員配置

なんかもできていて、非常にもったいないなっていう状況があるんです。

結局、その人員配置ができてるっていうのは、本当に 60 代後半の方だったり、お世話が得意、経

験も豊富。いろんな、硬いもの、柔らかいもの、好き嫌いに合わせてお食事作ってくださるんですよ。

そういう意味では、生きていく上で必要な食べるということ、あとは排せつとか、そういう部分では、

お世話が肝心っていう方々のスペシャリストが結構うちのグループホームの世話人さんにはたくさ

んいて、幸せなことだなと思うんです。

制度が、どのぐらい、どんなプラスアルファが必要なのか、私も知識があんまりないので、重度の

方を受け入れるにはどうしたらいいかなっていう勉強はしていかなきゃいけないと思うんですけれ

ども。書類の時点でちょっとパスっていうことは、私はできないなと思うので、検討の余地は非常に

ある。

あと、もし住宅の改修が必要なのであれば、橋野課長のとこに詰め寄って、「いかがですか」みた

いなことは言ってやっていきたいなと思います。以上です。

佐藤委員代理中村氏：エメラルドの中村です。現在、相談支援専門員をやっています。相談支援専門員の立

場としてちょっと、意見を述べるのと皆さんにお聞きしたいことがあります。

現状、在宅の方々においても、平日のいわゆる日中に関しても、なんとかヘルパーさんが回ってい

る状態です。それは、たとえば夜７時以降、朝は６時から。それから土日となりますと、はっきり言
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ってほとんど回らない状態です。重度の方においては、「誰かいないか、じゃあ１回だけ手伝いまし

ょう」というような感じでね、在宅でもそんなふうな状況なんですね。それで、今、皆様方が各グル

ープホームで、フレンズさんなんかも相談支援もやって、預かっているようですが、そうしたら、じ

ゃあ、相談支援専門員の立場としてね、仮にあいらんどの小川さんに、「夜だけ預かってくれますか」

と言った場合、OK していただけるでしょうかということをまず１つ聞きしたいことと。これからそ

ういうふうな相談事例が、地域定着とか、浦安に帰ってく方たちがいるというのは、もう統計でも出

てるわけです。それは当然支援専門員に来るわけですが、支援専門員は、相談だけでは済まないです。

全部受け入れ先を探して初めて、仕事が成り立つわけですね。そういう意味で、皆様方にも面接した

り、いろいろ、こつこつと、やっておられるようですが。そんなこと言ってられない状況は、もう目

の前に来てます。そういう意味で、私はコアとして、作っていただいて、そこに駆け込んでもらうよ

うな形、それから、また専門のとこに入れてもらうような、そういう制度を早急に作ってもらわない

と駄目です。そうしないと人が集まりません。以上です。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：今のあいらんどさんへの質問は、答えが必要ですか。

佐藤委員代理中村氏：いえ、たとえばの話です。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：昨年８月に、重度障がい者のグループホーム、ケアホームの視察に行ってきたんですが、圧倒

的な違いが、やっぱりスペースですよね。廊下も広い風呂も大きい、食堂も本当に浦安の３LDK の

３LD 全部みたいなリビングとかですね。そこで、４人、５人住んでるんですが、やっぱり違いは、

圧倒的ですね。浦安は、物件を見ると一軒家は、みんな段差が付いてるんです。そういうことから考

えると、内村さんは、重度障がい者を受け入れたいっていう気持ちはあっても、まず設備的にもうで

きない。（視察先は）大きな一軒家で、全部がフラットで、重度障がい者用に作ってある。やっぱり

施設なんですね。

西田委員もおそらく昨年視察に行ってるんで、その辺は感じてるんだと思うんですけど。そういう

ことをとても感じましたから、ある程度重度障がい者を受け入れるなら、ある程度の規模、広さがな

いと、人数が多いからとかは別にしても広さがないと、浦安では、重度障がい者をグループホーム内

の事業所に対して「受け入れますか」って質問されて、気持ちはあっても、なかなかできないっての

は実状じゃないかな。

規模の大きいものに対する 463 万円っていう事業費をもちろん上げたと思うんですけれども、も

っと規模によって補助金が変わるような仕組み、スタート資金がないと。家賃もそういった意味では、

重度障がい者を入れたときには、もらえるお金っていうのは、１人当たりおそらく３万とか４万しか

もらえなくて、浦安市から２万 5,000 円もらって、６万円ぐらいで、請求しないといけないという苦

しさがきっとあるので、もしそれを抱えるならば、家賃保証もある程度するみたいな、そういうよう

なことの制度も必要じゃないかなと思いました。

あと、吉田委員の１階建て２階建ての支援についても、次回の会議のときには入れたいな。もっと

具体的な数字が出るともっといいと思うんですけども、そういうのは次回でも検討してみたいなと思

います

森嶋委員：パーソナル・アシスタントともの森嶋です。浦安市の家賃補助は、２万５千円？２万円でしたっ

け。

事務局：２万円です。

森嶋委員：２万円ですか。先ほど小川委員がおっしゃった、宿泊していないのに家賃をとっていいのかとか、

給付は請求できないのっていうのは、請求はできません。家賃については、占有してるものがあれば、

最初の契約のところでその文言が入っていれば、家賃は請求しなさいっていうか、当事者問題にされ
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てます。

当事者は当事者でいろいろなことも問題があると思うんで、、導入のところも難しいと思うんです

けど。そういうのに対応してるのが、川崎市の、本当は浦安市にもあるんですけど、要網を読むと、

あいらんどさんの件ではお金は出て来ないんですけど。事業所の運営支援の補助みたいのがあります

よね、グループホームについては、やったものに対してたぶん給付で。

ただ、浦安市は実績型。実績型っていう聞きなれない言葉を使っちゃったんですけど、実績に応じ

て補助金が出る。上限というか、障がいの程度区分だったと思うんですけど。１か月これぐらいにな

るようにっていうことで、給付と比べて低いほうにみたいな感じだったと思うんですけど。川崎市は、

その問題が少し解消される要綱になっていて、なんていうのか、支援体制に応じてとか、一律の定率

加算とか実績加算とかって、先ほど吉田委員がおっしゃったように、ちょっとわかれてるんです。こ

れは、国の給付とは別の、法律の外の部分で、川崎市は、その分を持ってて、重度を受け入れますっ

ていうことをちゃんと、その市内なら市内の、きちっと事業所として出してるところに対しては、い

ついつ、たとえばこれだけとかっていう加算されてるっていうことは、ちょっと知識として、このあ

いだ引いてたら出て来たので、これをちょっと届けたいと思いましたのでよろしくお願いします。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：それでは、またこれをまとめて、次の会のときには検討したい。できれば、次のときくらいに

は、何か１つ提案の形にまとめたいなと思っておりますので、ご協力をお願いしたいと思ってます。

それでは、議題１の２、今後取り扱う課題についてですが、上田委員より前回からいろいろお話し

いただいておりまして、上田委員が、資料を作ってくれました。これについて説明をお願いできます

でしょうか。

上田委員：発言の機会をいただいてありがとうございます。発達障がいって、たぶん 10 年ぐらい前に支援

する対象に入れてもらったんですけど。いろいろ皆さんやってくださっているのを、足りない、私た

ちの側から言うと使えるものがないだろうっていう。仕組みとしてあるかもしれないけれども、入れ

てもらって、そこで、もう、発達障がいの人も使っていいよっていう、役所の人も言ってくれてるん

だけど。実際にうちの子たちがほしいものっていうのは、実際にサービスとしてないんだよっていう

ことを説明しないと、私たちがどんなふうに困ってるかというのが伝わらないんじゃないかと言われ

たので、非常に拙い資料なんですが、このようにしました。

どんなことに困ってるのっていうことを書きました。何が必要なのっていうのも書きました。あま

りすばらしい資料じゃなくてすいませんっていうだけです。以上です。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：もうちょっと説明してください。そんな遠慮しないで。一応一通り、もう何かコメントがあれ

ば、していただければ。

上田委員：発言のチャンスをいただいたので、私たちは例会を開いて、すごく突っ込んで話したんですけど、

要するにいろんな課題があるんです。発達障がいって、知的障がいの人もいるし、知的障がいがない

子もいるんです。共通するのが、脳の生まれつきの機能障がいなので。健常の人は、たとえば数学が

得意な人も運動が得意な人もそうじゃない人もいろいろありますが、（発達障がいは）障がいがある

部分が、個人個人によって違うので、個人差がものすごくあるんです。なので、要望をすごくしづら

いんですけど、たとえば、学校現場で（私たちが）言ってるのは、すごくいい支援学校はほしいし、

固定のすごくいい支援級もほしいし、身近なところでいい通級もほしいし、普通級にいる子に、担任

とか、TT（チームティーチング）の先生とかがしてくれる補助ですごくいいっていうのがほしいん

です。つまり、いろんなものがほしいんです。

それはどうしてかっていうと、いろんな子がいるからなんです。そこで、集約できないっていうと

ころがとてもつらいところで、たとえば、仮に車椅子の人がいて、その人が、「２階に上がれないよ」
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って言ったら、エレベーターがいるよね、エスカレーターがいるよねとかいうんじゃないんです。

もう１つが、説明すると話が長くなるので、どんなことに困ってるのっていうことをいうと、人間

として生きていくのに、学びにくいし、学ぶのに時間がかかるし、学ばせるのに手間がかかるという

か、工夫が必要なのです。たとえば、学校に行ったり、25 年生きてる人がいたら、25 年経験をして

いるはずだから、25 年、このぐらいの、知識の積み上げがあるはずでしょっていうのが、特に弱い

部分については、その人によりますけど、その子の弱い部分についてはぽかっと抜けてるっていうこ

とがあるんです。これはできて、でもここは小学生レベルだったりするっていうことが、個々人にあ

って。このあいだ住まいのことを話してるときに、グループホームに入る前に、学ぶ場っていうのが、

実は家庭生活とか、お母さんとお父さんと暮らしてるときとか。学生のときとか、もう少し若いとき

に、学べるかもしれなかったこと、学んどいたほうがよかったかもしれないことが、学べる場がない

んで、結果的に 40 歳になっているかもしれないっていうことと、そこの部分で足りないっていうの

をここに書きました。

自己理解、自己表現、つまり困ったときに相談するスキル、本当にこれに尽きるんですけど。天気

に合った服装ができない子もたくさんいるし、好き嫌いっていうか食べられないものがたくさんあっ

たりする人もいるし、っていうふうにすると、たとえば、不器用だったりすると、隅々まで掃除をす

るとか、汚れてることに気づくとか。細かいこというと、全部そうなんですけど、そういう人間とし

てこのぐらいわかるよねっていうことがわからない人たちなので、どうやって説明したらいいですか

ね。

そのような人たちにあった場っていうのが、本当に仕組み上ないのかな。なんでないのかわからな

いんですけど。だから私も、私の後輩も、私の先輩たちも、療育は市外に行っていたし、今も市外に

行っているし。こっこさんみたいなところで、やってきているのかもしれないけど、小学校に上がる

とやっぱり切られてしまって。ほしい療育は受けられないし、１対１のものがほしいときもあるけれ

ども、結構、１対他のものがすごくほしくって、似たような課題を持っている子たちと、お互いに学

び合う場が事実上ないんですよ。あるかもしれないけど、たとえば、リアンさんみたいな、人生のう

ちで１年か２年、平日の月、金とかいうと、あるのかもしれないけれども。ほしいのは、実は放課後

だったり、夏休みだったりに体験できる場だったり、土日にできたりするものがほしいっていうと、

もう、現実なくて、なんていうのかな。そこがほしいっていうことだから、誰かに預かってもらうと

か、１対１で安全に預かってもらうんではなくって。こだわりが強いけれども、忘れちゃった靴下を

買って帰ってくっていうことをさせてくれるところってあるっていうと、ないんです。それを、今、

ここで説明をさせてもらってます。ちょっとわかりづらいかもしれないんですけど、以上です。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：何かご質問、ご意見はありますか。

竹谷委員：はい。浦安市障がい者等一時ケアセンター竹谷です。ここで細かく書いてくださっているので、

今の上田さんのお話も聞いてて、困り度はすごくわかるんですけど。たとえば、浦安の中で、今聞い

てて、ここに書いてあるのみてて思ったのは、16 歳以上だったら地域活動支援センターっていう資

源があって、たとえば仲間づくりだったり、SST だったり、それこそその方が一番今の生活の中で

困ってるよっていうようなプログラムを、そのセンターの中でやっていたりとかっていう場っていう

のは、ちょっとここに書いてあるのを見る限り、少し一致するかなっていうような、サービスとかも、

私的には見えたりするんですけれども。たとえば、コスモさんの中で、その浦安にある資源の中で、

たとえば、こういうところは、ここでまかなえるんだけど、たとえば、ここについては全くないって

いうようなところっていうのは、きっと皆さんの意見が出てきたのを、書いていただいてるんだと思

うんですけど、いろいろ、浦安にある資源の中は、地活がやってるプログラムとかっていうのは、ご
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存知だったりしますか。

上田委員：はい。

竹谷委員：そこの中で、大人になってく中でとか、もちろん成人の方も、あと高校生の方もいらっしゃいま

すけど。困り度に応じて、特に専門家。SST の専門家の方に来ていただいたりとかっていう形で、

プログラムを展開してたり。あとは、そこにいるだけで、仲間づくりだったりとかっていうことも、

コミュニケーションの仕方だったりっていったところも、皆さんで作っていくっていうことを、やっ

ているんですけど。それとはまた違ったことだったりするんですかね。その辺がよくわからなかった

ので、つけ加えて説明していただけるとわかるんですけど。

上田委員：ごめんなさい。私は、地活を使ってないので。

西川委員：リアンの西川と申します。リアンは生活訓練なんですけれど。主に利用者さんは、知的の方、精

神の方。発達系の子どもたちは、定期通院をされていれば、自立支援医療が使えるので、必ずしも精

神の手帳をお持ちじゃなくても、リアンにはいらしています。このリアンの中で、たとえば、上田さ

んから挙げられてる、この主な課題というものをニーズとして、支援を求められてる方とても多いで

す。

実際、支援もさせていただいているんですけれど。先ほど上田さんから直接お話しがあったように、

たとえば期限が２年と決められているとか、あと、先ほど、地域活動支援センター等でもできるんじ

ゃないかっていったときに、支援計画はもうあるので、それこそ、地活でもニーズは拾えるんだと思

うんですね。

ただ、たとえば規模であったりとか人員配置が、そもそもなんでしょう。必ずしもニーズをすべて

受けられるかっていうと、そうでもないような現実はあると思うんですよ。なので、実際リアンにこ

ういった困り事であったり、やりたいというふうに来られていて、２年の満期を迎えて、それでも私

たちは、種はまけているんですけれど、発芽であったり、もしくは花開くまではいかないという方た

ち、大勢いらっしゃるんですね。なので、その後、リアンからどこに引き継いでいくかというのは、

ずっと課題なんですよ。もう先ほどからあったように、小さい子たちであれば、結構そろってきたり。

上田委員：そろってきてる。

西川委員：そろってきたりするんですけれど。

上田委員：就学前は。

西川委員：はい。18 歳以上になると、イコールもう就労っていうイメージが強いだけに、なかなか支援が

引き継げないっていうのはすごくあって。結果としては、本当これも有期限なんですが、１年間の延

長をして最長３年で、卒業が目の前なんだけれど、市内で行けるところはどこだろうとか。また当然

公共の交通機関の使い方を学びつつ、都心に行くというものを考えるんですけれど。なんでも結構、

皆さん浦安市であれ、浦安市にいたいっていう方が多くて。そうすると、やはり、相談機関さんであ

ったり、また、いろいろな機関さんともお話しさせていただきながら、どうにか、やっと種がまけた

場合は、芽が出るようにというふうに支援を考えているんですけれど、結構難しいのが現状ですね。

使える資源としても、地域活動支援センターっていうのがあるんですけれど、そこがご本人にあって

るかっていうのは、いろいろ。

上田委員：そうなんです。

西川委員：すみません。答えがないんですけれど、どちらにしても、実は、いろいろ課題を、抱えてるって

いうところでお話しさせていただきました。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：あと、ご意見、ご質問ある方いらっしゃれば。

西田（良）委員：基幹相談の西田です。質問なんですけれど、発達障がいの人たちだけが通う通所施設がほ
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しいってことですか。

上田委員：いえ、そういうわけではないんですけど、そういうものもないですよね。よそに入っていけない

っていう課題を持っていて、たとえば、どこかに混ぜてもらえばいいじゃないっていう施設があった

とするじゃないですか、一つ。たとえば普通の水泳教室に、障がい者も混ぜてもらえばいいとかいう

感じにあったとすると、それをみんなで話し合うんですけど。やっぱり、すごくハードルが高くって、

この子が満足できるか、親と子が安心して通えるか。そこで喜びを得られるか。もしくはその、かわ

いそうなぐらい友だちがほしいんですね。友だちがほしそうに見えない子でもほしいんですね。だけ

ど、健常の人だって、気のあった人とお友だちって、なかなか探すのが難しいじゃないですか。それ

が、要するに、能力の凸凹、本当にいろいろなので、たとえば仮に IQ70 の子だと、同性だから話し

が合うでしょっていうと、合わないじゃないですか。だから、なんていうのかな。多様な場がたくさ

んほしいんですよ。編み物教室もほしいし、簡単なコーラス教室もほしいし、いろんなもの、体操教

室もほしいんですよ。

これがあるからいいでしょうじゃなくて、たとえばコーラスを仮にやりたいっていうと、たくさん

あって、男性と一緒がいいかとか、女性だけがいいかとか、コーラスよりゴスペルのほうがいいとか、

聖歌がいいとか選べるじゃないですか。だけど、一番困ってる人ほど、このぐらいのことで我慢でき

ないなら、あとは行くところがないよみたいになっているのが、つらいなっていうことかな。

だから、こういう人たちがよりよく育つための、プログラムなり支援なりがあったとして、それは

普通の子どもにも、普通の人と若年の人にも、役に立たないものではないので、障がい者だけのもの

がほしいのっていうと、それはイエスでもあり、ノーでもある。発達障がいの人だけのものがほしい

のっていうと、イエスでもあり、ノーでもあるっていう感じになるんですよ。

発達障がいの人たちは自分で学ぶ力が弱いんですよ。自分でよいものを、より光のあるところを求

めて歩いていく力が弱いということが障がいなので、いろんな選択肢を用意してあげたいんだけど、

市内にはないっていう話なんです。だから、今、地活をやってらっしゃる方を否定するわけではない

んですけど、それがあるからいいでしょうっていうことでは、ないんです。わがままに聞こえたら、

すみません。

西田（良）委員：基幹相談の西田です。質問に答えていただきまして、ありがとうございます。基幹がある

からいいじゃなくて、地活があるからいいでしょうっていうふうにとか、リアンがあるからいいでし

ょうっていうふうには、たぶん、やってる人たちは思ってはいないと思います。

ただ、今、バラエティに富んだ、あらゆる、いろんな選択ができるっていう意味では、地活もリア

ンも、ソーシャルも、いろんなところが、あとは、子どもだったら、児童発達、放課後デイとかも、

選択肢の中なんだろうなっていうことにおいたときに、たとえば、地域活動支援センターでやってい

る SST って、ルーテル大学の前田先生。日本に SST を取り入れた、その弟子がやっていて、すごく

高いスキルを持っていて、発達障がいの人が割と多く来ていて、市の補助を受けているので、無料で

できるんですよね。だから、そういう情報が的確に、それで、だから合わない人もいるかもしれない

けど、この中の要望してる人たちの、発達障がいの人たちで、ぴたっとあう人も結構いるんじゃない

かなって思ったときに、ぜひ情報を提供していただければなって思いますし。ある資源をちゃんと使

う、トライをしてみるってことは、すごく重要なことなんじゃないかっていうふうに一つ思ったのと、

ここへ参考になりそうなものっていうのも書かれているので、きっと発達障がいに特化した専門職が

いて、学びの場っていうのがほしいんだなって、必要なんだなっていうふうに思いました。

あと一つ、質問なんですけど、西川委員の有期限があって、その先どうするかというご意見につい

て。就労ではなく、たとえば長いスパンがあれば、たとえばリアンである程度はやっていけるってい
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うふうにお考えなのか、何かを作るにしたって、どう考えたらいいのかなっていうのが、たぶんある

と思うんですよね。そこはどうなんですか。就労に 10 年経ったらつながるよね、みたいな話なのか。

西川委員：リアンの西川です。その方によって違うので、いくつかの例があるんですけれど、就労に乗りな

がら継続的に学ぶ場がほしいという方がいらっしゃれば、就労に乗るために、あともう少しっていう

方もいらっしゃる。あともう少しがない方で、就労移行ですとか、そういった一般就職に向けての、

就労継続で落ち着くということもありえますし。

あとは、それはご本人や、またご家族の意向等も入ってくるんですけれど、必ずしも就労は望んで

ない。けれど、ご本人が豊かに暮らしていければいいとした場合に、在宅だけになっちゃうのはどう

だろうかとか。なので、リアンが有期限の２年間で、この今が伸びればいいかっていうと、そういう

方もいらっしゃれば、リアンにこだわる必要はなくて、逆に、いろいろな経験をするために、次に引

き継ぎたいっていう方もいらっしゃるんですけれど。すみません、それで答えになっていますかね。

西田（良）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：福祉サービスをくださいという意見が出ましたが、橋野委員、いかがでございましょうか。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。自立支援協議会のこども部会でもいろいろ話をして、足りないところ

があるんじゃないかということで、検討をしています。どういう部分かと言いますと、小学校に入っ

てから、小学校、中学校、高校生。こども部会なので、18 歳までなんですけれども、そこの方の福

祉サービスが不足してるんじゃないかということで検討しています。

データをみて、市としては検証してるところなんですけれども。小学校に入るまでは、先ほど民間

のこっこさんという話もありましたけど、市直営のこども発達センターですとか、児童発達支援事業

も、たくさん民間で出てきてまして。今、手帳を持っている方の倍以上の方が、なんらかのサービス

を使っています。早期支援ということで。小学校に入った途端に、生活の場が学校になるので、放課

後だったり、土曜日だったり、夏休みだったり、その支援の場を求めているんだと思いますけども。

サービスを使う方が途端に減りまして、手帳を持っている方の半分ぐらいしか、サービスを使ってな

い状態です。

市のこども発達センターが直営なので、時間的に通えないっていうことが、まず出てきているんだ

と思います。民間では、日中一時だったり、最近では、放課後デイサービスも増えまして、療育とい

うところまで、提供事業者さんとしては、していただいてるんですけれども、なぜか、手帳を持って

る方の半分ぐらいしか使ってないと。どういう方が使ってるんだろうというふうに、検証していくと、

どちらかというとその手帳の程度の重い方だったりが、レスパイトとして使っていて、その療育だけ

を求めて、軽度発達障がいの方、療育だけを求めているような方が、市の福祉サービスを使っていな

いという実態が出ています。

上田委員の話でもあったように、浦安市の中で、ないわけではないと。地活という情報もご存知で、

地活は浦安には２つあって、ソーシャルもあって、それから、生活介護、生活訓練っていうサービス

を提供しているリアンさんということも、わかってらっしゃる。けれども、逆に、それだけしかなく

て、選択肢がそれだけしかなくて。ご自分のお子さんたちの中には、もしかしたら、コスモの中に、

合うお子さんもいらっしゃるでしょうけれども、合わない方もいて、不足しているのが。やっぱり、

そこを今あるところでは、どこが使いづらいのかとか、どこが不足しているのかっていうことを、も

う少しお聞きしながら、足りない事実というのは、数字では、こども部会でもわかっていましたので、

引き続き 18 歳超えても同じ状況なんだろうなというのは、とらえてはいるんですけれども。じゃあ、

どの部分を、変えていけばいいのかっていうことを、もう少し詳しく、教えていただきたいなと思い

ます。
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上田委員：こども部会のことも結局、同じことだと思うんですけど。小学校に入ってから 18 歳までが子ど

も部会でテーマになっている。手帳を持ってるけど使っていない、実際、何も使ってないという人た

ちなんかは、たぶん、私たちのまわりだけじゃなくて。

同じことなんだけど、18 歳以降も当然、18 歳のときまでなかったことが、18 以降もないので、な

いまま、18 になり、19 になり、20 にもなり、30 にもなってるんだと思うので、そこをもっと、全

部ほしいっていうのは、すごくわがままなんだけど。一つぐらいでも始められないかな。編み物教室

１個からでも始められないかな。お料理教室１個からでも始められないかなっていうのが私たちの希

望で。それが１個ずつでも増えれば、来年もっとよくなる。再来年、もっとよくなるっていう希望は

持てるんだけれども。

残念ながら、ここ何年も、この人たちが使える新しいサービスって、その、こっこさんみたいな小

さい子のためのものはある。あって、それはありがたいし、すばらしいことなんですけど。小学校も

低学年まではあるんですけど、中学年以降から、中学、高校って、本当に荒野に風が吹いているので、

あそこに小屋があるよって言われても、「どこに？」っていうぐらい、何も見えないように。なんて

いうのかな。親を支えてくれるとか、子どもを支えてくれるとか、一緒になって問題点を考えてくれ

る人って本当にいなくって。さっきから繰り返し、その専門性と言ってるのは、なんていうか、この

人の困っていることをピンポイントで答えてくれる人を本当に私、市内でいろいろ求めて、一瞬得ら

れることもあるんだけど。その方が転勤していなくなったり、旦那さんの転勤で一緒にくっついてい

たり、辞めて故郷に帰ると、それでおしまいになって。その、ずっといてくださるっていう方は、私

たちは、探し得なかったので。

橋野委員に言うことがあるとすると、一つには、見守り教室から、コーラス教室から一つずつでい

いですということで。もう一つが、発達支援セミナーっていうのを５回やったんですけど、去年、そ

の前の年に、吉田先生っていう、やっぱり横浜のお医者さんがいらっしゃって出てくださった方の満

足度が非常に高かった講演会だったんですけど、先生は、たぶん駆け出しのお医者さんだったときに、

たまたま、ちょっとした訓練のつもりで、子ども療育センターにあたるところだと思うんですが、小

さい子どもの相談事を聞くっていうようなことをやって。

横浜は、そのときには予算があったので、いわゆる軽度発達障がいという、今、使われなくなった

言葉なんですけど。なんだろうな。IQ が知的障がいってほどじゃないような人たちで、でも、課題

がある人たちの相談をたまたま受けていた。そして横浜が予算がなくなったんで、そういう人たちを

切りなさいって言われた。彼女は切れなかったので、しょうがない、自分で独立をされて、事業主じ

ゃないですけど、雇われたパートナーなんですけど、地域のお医者さんになって、その人たちを診療

報酬でずっと相談をしてて。高校になっても課題があるし、大学に行っているけど、やっぱり課題が

あるしっていうのを見ているんです。

だから、浦安にもどなたか一人でも、お医者さんじゃなくてもいい、臨床心理士だっていい、なん

だっていい、作業療法士だっていいんですけど、名前がどうこうじゃなくて、地域でずっと見ててく

ださる人。吉田先生はそれを繰り返した結果、なんていうのかな、20 代、つまり大学生とか就職し

たぐらいの子の相談まで実際にみていて、その経過も知っているので、そこまで相談に乗れるんです

よ。

じゃあ、市内にそんな人がいますかっていうと、残念ながらおられなくって。それは、なんていう

のかな。市を非難するとあれなんですけど。たとえば、うちの子なんかは現実に、小学校にあがった

時点で切られました。あなたのお子さんは、小学校の時点で特に問題もなく小学校に行けるから、こ

れでおしまいですって言われる。要するに、吉田先生もそうだけど、切られたわけです。でも、その



18

子が困らないわけないでしょう。小学校に入る前は困ってたのに、困らないわっていって、どんどん

実は困ってくるんですよ。お勉強も困るし、それから、人間関係の仕組みもすごく複雑に。人情とか、

心情とか、人のやり取りとかが、より複雑になってくるときに、そこを学んで、５歳のとき学べなか

った子が、10 歳のときに学べるようになるわけではないので。やっぱり課題は持っているんだけれ

ども、置き去らせてきただけなんです。でもその人が、地域でたぶん 35 歳になっておられるだろう

から、そこの穴をなんとか埋めたい。埋めてほしいっていう、困ってますって言わないとわからない

から、言う時間をくださってありがとうございます。はい。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：来年度の地域生活支援部会で議題に取り上げていただきたいことということで、この議題は、

後ほどやるんでしょうけど、26 年度については、自立支援協議会で課題の整理等々していただくん

ですが。

ちょっと、私からの質問で、今、編み物教室やってほしいんだというご意見ありましたよね。コス

モの会の皆さん何人か存知あげてませんけども。たとえば、いる人数がもし 20 人だったら、先ほど、

一人一人にほしいんだというお話もありましたよね。そういうときに、コスモとしては、これちょっ

と編み物教室からっていうことは、行政に編み物教室を。

上田委員：いや、別に編み物っていうのは例なんですけど。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：たとえばですね。

上田委員：たとえばです。手を動かしたり、体を動かしたり、声を出したりすることが。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：そういうのは具体的に、その、要望としてコスモの会のほうから、行政には、要望書というの

は具体的に何か出てるのでしょうかね。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。各障がい団体の皆さんと、市と毎年意見交換会をやらせていただいて

いるんですけれども、コスモの皆さんから、そういうお話を聞いてまして、会として活動もされてら

っしゃるそうです。ただ、どうしてもなかなかそこまではできないって言われたものの一つの中に、

スポーツがあったんですね。大きな会場を予約して、障がいのある方も教えていけるような、インス

トラクターも用意してとなる大きな事業になると、自分たちでできないというお話がありました。こ

れについては去年、市の施設を兼ねて施設利用法人に相談して、本年度、相談者のスポーツ事業とい

うことで、すでに終わっていますが、青空卓球教室と、それからもう一つ体操教室みたいなものをや

ってます。

上田委員：まだ始まってません。

橋野委員：はい。応募しているところですね。次も公社のほうでやっていただいて、ここは、一定の程度の

評価もしていただいているところです。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：たとえば、ここで議題として、方向付け、来年、行政から、我々委員に対して、こういう議論

してほしいっていう要請がきっとあるんだろうけども。こういう、もしこれが議題として取り上げて

いくならば、やはりみんなとして何がやりたい、具体的にどういうことをして、これをみんなが共通

認識にして、行政なら行政に対して、こういうことやってくださいっていうような形にいけば、みん

なで話し合えるけれども。

今の話のように、スポーツ教室を開いてくれて、公社がタイアップをして事業展開すると。今度は

障がい者のスポーツ枠というのはどんどん増やしていくみたいな情報も入っていて。うちからも、そ

の、ハンディをもった子らが、そこに参加できるようなこといかがでしょうかという打診があったぐ

らいで。そういう具体的なものになっていけば、みんなで共有し合って、議論をしていく。これ全部

っていうと、具体的に何かって言われると困っちゃうんだろうと思うけど。それは、次でもいいじゃ

ないですか。出していただいて、共有できる課題として、議論できるならば皆さんからご意見いただ
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いて。なんか、一つでも二つでも進むものがあったら、ということで、どうですかね。

上田委員：逆に私が全然、事業者だったことが一度もないので、事業所の私たちに聞きたいのは、私たちの

ほしいものはどうして出ないかなっていうすごい単純な疑問もあるんです。それが課題だということ

をここでやり取りでわかってくると、それを市に持っていくことができるなって。一人で考えている

ともうほしいものはあるんだけど、どうして出てこないかわからないので。たまたまスポーツについ

ては、公社が市で持っておられる隣の部署としてあるからスポーツができるので。編み物、たとえば、

仮に編み物とか、調理とかはないじゃないですか。だから、たくさん儲かる仕組みとしてないのよっ

ていうことなら、そうだし。何がなくて、どうして出ないのかがわからないから、とりあえずニーズ

がないと思ってるかもしれないけど、ニーズはあるよっていう話をしたいなと思ったんです。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：事業所から聞いてみましょうか。立花さん、今のご質問、どうして要望があるのに、事業所は

そういう事業を展開しないんだろうという質問に、意見を聞かせてください。

立花委員代理立花まなみ氏：NPO 法人たちばなの立花です。うちのほうで、上田さんのご希望に沿えれる

かどうかわからないんですけれども、土曜日には英会話教室をやっております。同じく土曜日のお昼

前はクッキングとしてお料理教室、プロの料理人が入ってやっております。それと、編み物になるか

どうかわかりませんけれども、同じく土曜日とか、ほかの曜日の不自由の方に応じて何をしてほしい

っていうことに対して、１対１で対応しているところです。以上です。

井出上委員：NPO 法人なゆたの井出上です。やはりメンバーとしても、やっぱり、軽度の子もいらっしゃ

り、重度の方もいらっしゃり、肢体の方もいらっしゃり、いろんな方がいて。発達障がい、軽度の方

が学べるいろんな教室、プログラム的なものを作るというのはまだちょっと今は難しいかなっていう

のは思いました。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：難しいのはなぜっていうのを聞かせていただけますか。

井出上委員：難しいのはなぜか。軽度の子だけを対象にやってほしいっていうことですよね。

上田委員：課題がたぶんそろわないということなんだろうな。すごく難しい編みこみをする人がいて、実際

にはなんにもできない人がいたら、一緒にはできないっていうことだったら、そういうことにはなる

と思います。理念じゃなくて現実の話で。包丁が安全に使える子と細かい切込みができる子がいて。

井出上委員：さくらんぼ教室さんとかは、皆さんこういうのを学ぶための教室ということで通ってらっしゃ

るんだと思うんで。なゆたとしては、そういう、お預かりというか、一時預り的なところが多いので、

そういう軽度の方だけに、そういうのをやるっていうのはやっぱり難しいっていうところですよね。

小川（礼）委員：あいらんどの小川です。上田さん、すごく高い志もって、すごくここに発達障がい者が使

える福祉サービスをくださいって書いているじゃないですか。福祉サービスをくださいっていうのに

は、はっとしたんですけど、福祉サービス事業するには NPO つくればって、ちょっと思ったんです

ね。全然違う話かもしれないけど、やっぱり私は素人なので、今、上田さんから一生懸命聞いても、

発達障がいは何ぞやっていうのは関わってないからわからなくて。うちの利用者さんで、生活介護の

利用者さんで、１名発達障がいの方がいらっしゃって。来れたときは受け入れる、来れないときは自

宅まで迎えに行くっていう方法を、かつてとっていたんですけれども、今度はおうちからの送り出し

が大変だったりして。やっぱり、お母さんのほうもすごく悩んでいて、いけたら○、いけなかったら

自宅でパソコンみたいな流れをずーっと年を経て、もう私も７年、８年ぐらいお付き合いしてるんで

す。だから、スキルの深いご本人が法人立ち上げたらと、ちょっと思いました。そこで福祉サービス

の部分に訴えていって、どこかの事業所とかけ合いで、「こういう新しいサービス事業、始めよう」

とか、さっきの、吉田さんじゃないんですけど、行政に投げかけるとか、やっぱり単独で、親の会っ

ていうだけだと、弱いかもしれないです。あいらんども、もともとは浦安手をつなぐ親の会からでき
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たあいらんどなので。私も NPO を作るのに四苦八苦しましたけど。やっぱり今があるのは、手をつ

なぐ親の会があって今があるんで。今こそ、親の会の人たちが頑張って、法人を作って、どこでも訴

えられるようにしていったら、どうですか。

神谷委員：自閉症協会の神谷です。ちょっと発言のタイミングを失っていたんですけど、私は、これを見た

ときに、使える福祉サービスをくださいって言うときに、私の中では、行動援護とか、移動支援とか、

日中一時支援とか、放課後デイとかがあるって思ったんですね。

ちょっと意地悪な言い方になっちゃうのかもしれないけども。どの障がいでも、程度に差があった

りとか、個人差が大きいっていうのは、知的でも、肢体不自由でも、全部同じなんじゃないかなと思

うんですね。ただ、私は、実際には知らないけれども、みんな本当はそうなんだっていうことを、ち

ゃんと持ってなきゃいけないなって、最近改めて思ったりしたところがあって。やっぱり私も自分の

子どもの発達障がいというところにすごい頭がいっぱいな部分もあったんですけど。

ここにある主な課題も、これは、発達障がい、重い人も軽い人も同じ課題で。ちょっと付け足しみ

たいな説明になっちゃうんだけど。発達障がいの人は、前に聞いた講演会で、普通、「健常な子は、

１つのことをできるために、川があって。向こうへ行くのに、置石が２つで行くとしたら、発達障が

いの子は、そこの空いてる部分に、さらに、その子によって、２つ足す、３つ足すっていう、そうい

う段階を細かく踏まなきゃいけない」っていう説明してくれたときがあって。それが、すごく一番わ

かりやすいなって思ったときがあったんですね。

たとえば、もう一つ、「歯磨きをしなさい」って、子どもに伝えたときに、どういうふうに伝える

か。普通の子だったら、「歯磨きしなさい」で済むことが、発達障がいの子は、まず、「いすから立ち

上がりなさい」「歯ブラシを取ってきなさい」「歯磨き粉を取りなさい」「ふたを取りなさい」「歯磨き

を載せなさい」そこまで言わないと、「歯磨きをしなさい」ということの説明にならないというのが

あって。まさにそういうことで、なんとなくわかっていくはずのことが、わからない人たちっていう

ところが、一番周りの人にわかってもらいにくいところなのかなと思うんです。

そこのもどかしさを、親がいつも思っているから、見た目だけでやれそうだから、「大丈夫じゃな

い」って言われることに、危機感を持っているっていうことだと思うんです。

この課題のところは同じで。でも、たぶん上田さんが、言いたいのは、言葉がどういうふうに選ん

でいいのか、わからないんですけど。レベルという言い方は嫌ですけど。ステージというか、その子

のやっぱり能力、たとえば簡単に言えば、軽度、重度っていう子たちをそろえてやらないと、できそ

うな子、うちの子には、これぐらいのフォローでいいのに、できそうなのに、いろんな子が一緒にな

っちゃうと、手薄くなって、ポイントの押さえ方も違って、もどかしいっていうことがあるっていう

ことが、本当は言いたいのかなと思ったんですね。

だったら、これは、福祉サービスになるかどうかはわからないですけど、てっとり早く言えば、発

達障がいに特化した支援センターを作ってくださいっていうことじゃないですか。小さなことでいい

から教室をとかっていう言い方になってっちゃうと、一番大事な言いたいことはわかってもらえず、

ずれてくような気がして。できるかできないかは別に、やっぱり発達障がいに特化したセンターがな

いと、不安がいつまでも取れないっていうことを一番伝えておくべきことなんじゃないかなって思い

ます。

上田委員：支援センターがほしいです。不安が取れないとか、地域の理解が深まらないとか、そこで働いて

いる支援者のスキルが効率的に上がっていかないという恐怖を感じてるんです。それぞれの人は、そ

れぞれの現場で頑張って勉強してくだされば上がるかもしれないけど、私はまだ福祉サービスを使っ

てる立場じゃなくて、今年までこどもが学生だったの学校しか知らないですけど、学校のことを考え
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ると思うんです。この教室の先生は、すごくいい先生かもしれない。隣の先生がすごく駄目な先生で

も助けてもらえないし、その教室になったら、１年間その教室にいるしかないので、いい先生がいる

っていうことは、うそじゃないんですよ。それは事実だし、その先生のスキルは、去年より上がって

るというのも事実なんだろうけど。そうじゃない人もいて、そこを助けるところが。学級崩壊か、不

登校なら、なかなか学年主任だって入ってきてくれないようなところで、たぶん地域によっても、地

域でも同じことで、そこに何が必要かっていうと、市として発達障がいをどうやって見ていくのか。

どういうふうに積み上げていく意思があるのかというのが、市役所に全然見えてないことが、発達障

がい者支援法ができたその年にやれっていうのは無理だったかもしれないけど。もう 10 年近く経っ

てるのに、全然見えないのは恐怖だし憤りを感じるしというとこなんです。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：いろいろ意見聞かせていただきまして、ありがとうございます。時間もだいぶ押してきました

ので、来年に向けてのことについては、自立支援協議会のほうに持ってきまして、相談していきたい

と思います。ありがとうございました。

それでは、議題２の平成 26 年度の地域生活支援部会の方向性についてということで、事務局から、

説明をお願いいたします。

事務局：時間も詰まってますので、簡単に、説明をさせていただきます。

来年度の地域生活支援部会の方向性ですが、開催回数も４回ということで限られているので、当初

挙げたすべてに対しての対応というのは難しい面もあります。ただ、就労に関する問題としては、た

とえば共同販売であれば、成果の一つとしては、昨年までやっていた新浦安駅前のスワンベーカリー

の跡、現在は S-FRONT と呼ばれていますけれども、そちらでも福祉サービス事業者によるワゴン

販売ですとか。あるいは S-FRONT の店外における、福祉フェアを毎月 29 日に、開催していく予定

となっています。加工品等の販売等を行っています。そういったところが、成果の一つにはなってい

るのかなというふうに考えております。

また、住まいに関しては、引き続き皆さんの意見を聞いていきたいと考えています。障がい者の地

域での暮らしの全般に関する事項としましても、重度障がい児・者がサービスを利用できる仕組みづ

くりとか人材不足も、どの辺までこういった課題が解決していくのか、カバーできるのかということ

も含めて考えていけたらなというふうに思っています。

26 年度の部会の方向性ということで、皆様から何か意見等があれば、協議会にも報告という形で

していきたいと思いますので、意見があれば挙げていただければと思います。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。わかりました。議題として取り上げた第１号として、小川委員からのご質問があったよ

うに、部会としてこんなことを来年度、課題として取り組んでほしいということについてのご意見あ

りましたら、承って、協議会に持ってまいりますが、いかがでございますか。特に、よろしいですか。

それでは、あと何かございますか。

橋野委員：すみません、時間が過ぎているところ。障がい事業課の橋野です。10 月 29 日付で、自閉症協会

から、この自立支援協議会より浦安市へ、議事録に委員の個人名を明記しないでほしいという要望書

が届きました。直近の 11 月８日、第４回自立支援協議会の中で、すべての部会の委員さんに意見を

聞いて、協議会として、今後どうするか、検討していこうということで、順次、今部会ですべてご説

明して、意見をおうかがいしてるところです。

この部会でもご検討いただきたいんですけれども。その前に今の議事録が、個人の名前を明記する

形になっている経緯等からご説明させていただいて。そのあと、要望書を読んで、ご説明したいと思

いますので、よろしくお願いいたします。

平成 23 年度までは、協議会の議事録は、委員の個人名を明記せずに、全員「委員」としてきまし
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た。会議についても、平成 24 年度まで、全体会という大きな会議だけを公開しまして、今日の部会

にあたるような会議は非公開にしてきました。

その理由ですが、たとえば、保護者の会の方といった委員であれば、そのお子さんのことについて、

具体的な話が出てくるでしょうから、プライバシーに配慮して、自由に発言していただきたいという

考えで、会議自体も非公開。議事録も全員委員という形で、どなたが発言したかわからないようにし

てきたところです。

平成 23 年の協議会で、何人かの委員の方から、会議はすべて公開で、また、誰が何を発言したの

かわかる議事録を作って、参加していない人にもわかる、より開かれた会議にしてほしいという意見

が出されました。当時の委員の皆さんにご検討いただき、また、市でも情報公開の担当部署に相談し

つつ、近隣の自立支援協議会や、県、国の協議会などの議事録がどうなってるか確認して、個人名が

明記されてるところが多くなってきているといったところから、平成 24 年度から議事録については、

個人名を明記する形で、会議については、平成 25 年度からすべて公開に切り替えました。いろいろ

検討をして、２年かけて組織も見直して今の形に切り替えた経緯があります。

自閉症協会も当時から委員として参加されていましたので、その経緯等は、理解いただいて切り替

えてきたところではありますが、要望書のほうが、10 月 29 日上がってきましたので、そちらの要望

書のほう、ちょっと読ませていただきます。

要望事項としましては、協議会の議事録において、障がい者当事団体である弊会の代表者氏名を、

現在、自閉症協会誰々から、今後、自閉症協会代表者のように個人名を公開しない記載法にすること

を要望する。なお、この要望は、議事録における委員の氏名掲載の権利のみお願いするもので、会議

の議事録および傍聴については、これまで通り公開であることを希望しますとなっています。

その、問題点ですけれども、平成 24 年、５年で変更した当時は、大きな問題がないと考えていた

ようですけれども、現在問題点として４つ挙げられています。

まず１つ目が、氏名を公表して体験談を語ることで体験者が誰か限定される。弊会の代表として参

加する委員も、障がい児の親という当事者であり、その家族、兄弟、姉妹も、最大限のそのプライバ

シーには配慮されるべきではないかと考える。

２つ目、弊会は、障がい児者の親の会であり、委員は、保護者が務めているため、どうしても自分

の子どもの体験談を話すことが多く、親の氏名が公表されている以上、その子どもは容易に特定でき、

個人情報の保護において不安がある。弊会は、当事者に当たる要素が十分含まれていると考え、個人

名を公表することにご配慮いただきたい。

３つ目、委員である親の氏名が公表され、子どもが特定できる状況の中では、その子どもを取り巻

く学級担任、事業者、支援員等もまた、体験談の中で特定できることになり、その方々が不利益をこ

うむることがないか心配である。

４つ目、委員として参加する者の負担を軽減するために、会議への参加は、会員内で分担していき

たいと考えている。しかし、会員の中には、子どもへ障がい告知をしていない親もおり、現在は、思

春期ということもあり、今後の健やかな成長を考える上で、主治医や教育現場の先生方のアドバイス

により、告知の有無や時期を慎重に考えている段階である。児童本人が、議事録に載っている親の名

前を見るなどして望ましくない形で自分の障がいを知ることは絶対に避けたいということです。

ちょっと飛ばしてしまいましたが、議事録が、現在、市のホームページに掲載されておりまして、

インターネットにご自分の保護者の名前を入れて検索しますと、この会議録がヒットして、自閉症協

会ということがわかってしまうという、そこが、問題ということから、こういった提案、要望になっ

ています。この部会の皆さんの委員も、意見もお聞きしまして、協議会のほうにまたくんでいきたい
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と思いますのでよろしくお願いいたします。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：今の話初めて聞いた方いらっしゃいますか。いろんな部会に出ているんで、この部会が一番最

後みたいなので、相談部会とかいろんな部会で、この話１回を聞いている方、どれぐらいいますか。

今日初めての方は６人ですね。ほかの皆さんは、それぞれの部会で、ご意見を出しているんですよね、

きっと。ですので時間の関係上、荒井委員から順番に、今のことでご意見あれば、聞いていきます。

荒井委員：いちょうの会、荒井ですが。私どもは精神の集まりなので、やっぱり親御さんがどっちかってい

うと、世間体を考えちゃってるんで、皆さんみたいに活発なご意見がないんですね。だから、そうい

う点でやっぱり名前伏せていただいたほうがいいのかなと思いました。

相馬委員：身障福祉会の相馬です。私どもは、どっちかっていうと今検討されている、精神とか自閉とかそ

ういう障がいよりも身体的な障がいの集まりで、同時に年齢もかなりもう上になっちゃって、65 か

ら 70 ぐらいの集まりなんですね。ですから、身体障害者福祉会としては、意見とか、質問とかって

のはどっちかっていうと少ないっていうかね、そういう感覚で私は聞いていたんですが。ですから、

この議事録についてはどちらでも結構です。

佐藤委員代理中村氏：エメラルドの中村です。人材不足やヘルパーが少ないとかはずっと言われてるんです

けども、たとえばグループホームの方々で、たとえば、週２日だけ預かりますよというような制度、

仕組みとか。ケアハウスですと、ヘルパーさんが、そのケアハウスに行って介護できるわけですよね。

福祉サービスは、そこまでまだ進んでませんけども、もう一歩突っ込んだ協議をしていただきたいな

と思います。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：議事録に名前を載せることについてはどうでしょうか。

佐藤委員代理中村氏：私はやっぱり、責任を持って話す以上は、載せていいと思います。

立花委員代理立花氏：私は、要望書通り、応えてあげればいいのかなと思います。

浜田委員：難しいところです。今の時代は、公開ってことになってるんですよね。でも私自身としては、要

望書のような影響があるなら対応してはって思うんですけど。

西川委員：リアンの西川です。より開かれた会ということ、また要望書に関しても理解できるところなので、

たとえば団体の代表者というような表記はどうなのかなと思いました。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい、わかりました。一通り意見聞きまして、これからこの意見をすべて、自立支援協議会に

持って行きまして、協議会で議論したいと思います。

それでは、今回の議題すべて終了いたしました。これを持ちまして第４回目を終わります。26 年

度の第１回は、５月くらいに予定しておりますので、日程等決まりましたらご案内いたします。同じ

メンバーで行くと思いますので、よろしくお願いいたします。
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☆サロン機能☆レストラン

議題（１）①資料１ 第３回地域生活支援部会での事務局からの提案事項

地域の拠点となる多機能型グループホーム（案）～地域のセーフティーネットを構築する～

☆多目的ホール

入所施設



議題（１）①資料２

第３回地域生活支援部会での提案「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

概要 主な意見等

①小さいグループホー

ムなどを増やす工夫が

必要

○世話人と利用者さんとの関係やご近所との関係のような人と人とのつながりを一番重く見てみると、全部まと

めてしまうことは、ちょっと冷たいイメージになるかなと思う。近所の人と会って、ご挨拶をすることなどか

ら地域との関わりが広がる。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ではないか。

○いろいろな個性の人がいるので、大きいところで一緒にまとめてしまうのが不安な部分もある。

○目標を立てて、まずは、すぐに入れるような状態にある人を入れて、ケア体制を整えていって順次入居できる

ように進めてはどうか。

○市の既存施設に置き換えて考えてみると、大きい施設が先にできると、小さいところがその後できてこないと

ころがある。大きい施設ができると、グループホームなどがなかなかできないのかと思う。

○施設をつくるには何年もかかるが、民間のアパートを借りるのであれば、すぐできるのではないか。

○一人一人のケースに合わせた施設を小さくてもいいから作っていくことを基本に置いて、そのために医者や職

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、相談支援がどう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とか、いろいろ発掘していってやっていくことのほうが大

事ではないか。

など

②多機能型の中核とな

る施設があれば、安心で

きる

○事業者がそれぞれの才覚でどんどんグループホームを作っていくことも必要だが、現実的なコアがいるのでは

ないか。専門職が常駐するような場所は必要だと思う。

○夜中に何かあったときの対応が不十分な部分がたくさんある。予想できないこともたくさんあるので、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う。

○グループホームでうまくいかなかった時、自宅に戻るのではなくて、多機能型グループホームのサポートを受

けながら徐々にグループホームで生活できるようにしていければいいと思う。グループホームへの入居はハー

ドル高くて在宅か入所施設かとなるのならば、大きい拠点となるところがあることはニーズに合っているかと

思う。

○重度心身障がいの方が入れるグループホームを一事業所で立ち上げるのは大変。重度の方や行動援護の方を入

れるならば、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できる。

○当事者の望む暮らしができる地域になるには、医療との連携が必要だったり、いざというときに駆けつけられ

るような仕組みが必要なので、拠点となるものがあればいいのではないか。

など

③上記①、②以外のご意

見

○行動援護、重い障がいのある方、医療的なケアが必要な方たちにも親から自立して浦安で生活する場をつくり

たい。

○グループホーム立ち上げ時の補助金の制度ができたが、なかなか増えていかない。実際にグループホームの運

営をしている人たちが口々に言うのは夜間や緊急時や医療的ケアのこと。

○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。現状では市外の入所施設を案内するしかない

が、やはり親御さんは近くで住むことを希望している。近隣の市川や船橋並みに確保して、整備していかなく

てはならないのではないか。

○近隣並みの定員の確保は、最大限に優先させなければならない課題ではないか。

○地域移行支援と地域定着支援は喫緊の課題で、それに地域の住まいの問題は巻き込まれているのだという認識

を持ってほしい。

など



議題（１）②資料

来年度の地域生活支援部会で議題に取り上げていただきたいこと

千葉発達障害児・者親の会「コスモ」 上田亜紀

発達障害者が使える福祉サービスをください

発達障害者の特徴：発達に凸凹がある人たち。個人差も大きい。不得手なことを自然に学

んでいくことが難しい。

市内に発達障害者が使える福祉サービスがない現実：社会常識や生活スキルを丁寧に教え

てくれる場が欲しい。子ども時代にもそういう場は少ないが、成人後は

ほとんどない。自立して生きるために必要なことを学ぶ場が地域に欲し

い。

社会で生活するために必要な技術を学べる場が欲しい

① 主な課題

自己理解 自己表現

困ったときに相談するスキル

健康管理

掃除や洗濯など家事スキル

金銭管理

身だしなみ ファッション

食べること 栄養 食べ方 調理

異性との関わり方

マナー

職業訓練

趣味の講座

犯罪被害にあわないための知識

時間管理

仲間作り

会話をしてくれる人 …

② 場の条件

一律でない、その人に合った支援 できる能力を活かす

小集団 5 人～10 人程度の、決まったメンバーで運営されている場

③ 参考になりそうなもの

さくらんぼ教室、ジョブサ船橋の SST（ソーシャルスキルトレーニング）

例．「携帯電話のマナーについて」「お酒を勧められた時の断り方」

昭和大学烏山病院発達障害外来 大人の発達障害のデイケア

本人たちが会話を通して、自分の欠点や困っていることを自覚し、気持ちが安定



議題２資料 平成２６年度地域生活支援部会の方向性について

参考）

１．平成２５年・２６年度の組織

目的 障がい者の就労・住居等地域生活全般に係る諸問題の解決に向けて協議を行うと

ともに障がい福祉サービス事業の充実を図る。

主な課題 障がい者の就労に関する事項

障がい者の住まい・地域定着に関する事項

障がい者の地域でのくらし全般に関する事項

２．平成２５年度の議題

主な課題 平成 25 年度の議題

障がい者の就労に関する事項
共同販売、共同受注の仕組みの確立

就労支援センターの実績の報告

障がい者の住まい・地域定着に関する

事項

自立支援（宿泊型）の整備、賃貸住宅への入居支援（家

賃補助等）

グループホームやケアホームなどの居住、生活の場の

確保・整備

障がい者の地域でのくらし全般に関す

る事項

重度障がい児・者がサービスを利用できる仕組みづく

り

人材不足と処遇の改善（深夜、早朝の時間帯及び重度

障がい者を 24 時間支えるヘルパー、行動援護従事者、

医療的ケア従事者の不足）

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

（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

（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

（２）平成 26 年度地域生活支援部会の方向性


