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第１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５月 19 日（月）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、

浦安市自閉症協会委員代理、相馬茂委員、佐藤尚美委員、西田良枝委員、谷岡智恵委員、

西村豊委員代理竹谷弘美氏、志賀智子委員、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）平成 26年度地域生活支援部会について

（２）平成 25年度就労支援センター実績報告

（３）平成 26年度浦安市新規事業について

（４）グループホーム等の整備について

（５）人材不足（ヘルパー）と処遇の改善について

（６）障がい者福祉計画の策定について

５．資料

議題１資料 平成 26年度からの地域生活支援部会

議題２資料 就労支援センター実績報告

議題３資料 平成 26年度浦安市新規事業について

議題４資料 「地域生活支援拠点（グループホームを含む）」整備のお願い

議題５資料１ 人材不足と処遇の改善について

議題５資料２ 平成 22年に開催した浦安就職フェアについて

議題６資料 浦安市障がい者福祉計画の策定について

議題６資料２ 平成 26年３月７日障害保健福祉関係主管課長会議資料より抜粋

６．議事

事務局：ただいまより平成 26 年度第１回浦安市自立支援協議会地域生活支援部会を開催いたします。２年

を任期とした会議ですので、平成 25 年度から通算いたしますと第５回にあたります。今年度から新

しい委員になられた方がお２人いらっしゃいます。身体障がい者福祉センターから吉田委員に変わり

志賀委員。障がい者等一時ケアセンターから竹谷委員に変わり西村委員が参加いたします。どうぞよ

ろしくお願いいたします。会議に先立ちまして、新任の委員の方に自己紹介をお願いいたします。志

賀委員よろしくお願いいたします。

志賀委員：身体障がい者福祉センターの多機能型事業、生活介護と自立訓練のほうの事業の運営をしており

ます志賀と申します。よろしくお願いいたします。

西村豊委員代理竹谷氏：

一時ケアセンターの竹谷に代わり西村がセンター長として参加させていただきます。本日は申し訳

ありません、私が代理出席という形で参加させていただきますのでよろしくお願いいたします。
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事務局：はい。ありがとうございました。なお、本日は、障がい者福祉センター藤崎委員、NPO 法人たち

ばなリハビリサービス、立花委員が欠席となっております。また、この場で協議会等各部会の共通事

項として、会議の公開と議事録等についてご確認させていただきます。

協議会および部会の会議と議事録は原則公開です。また、委員名と議事録に掲載しております個人

情報を扱う議題については、会議の全部または一部を非公開としております。平成 25 年度は、個別

のケースに関わる報告があったため、相談支援部会、地域生活支援部会の議事の一部を非公開といた

しました。なお、本人部会については、委員自身の障がいや経験についての意見が中心となるため、

非公開といたしております。

また、代理人の出席ですが、部会のみ代理出席を受け付けております。なお、昨年度の最後の協議

会でも報告させていただきましたが、代理出席の際、代理人が希望した場合のみ、団体名、委員代理

と表記し、匿名扱いといたします。平成 27 年度からは、一律団体名のみの記載といたします。それ

ではこれからの議事進行につきましては、西田リーダーにお願いしたいと思います。よろしくお願い

いたします。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：通算第５回目の自立支援協議会、地域生活支援部会を開催いたします。今日は資料が大変多い

ので事務局から資料確認をしてもらってよろしいでしょうか。

事務局：事前に配布いたしました資料と本日、机の上に置かせていただきました資料がございます。まず使

う順番に説明します。まず次第、議題１資料「協議会および部会の組織と運用について」、議題２資

料「25 年度就労支援センター実績報告」、議題３資料「平成 26 年度浦安市新規事業について」、議題

４資料「地域生活支援拠点（グループホームを含む）整備のお願い」。こちらは、本日の配布資料と

いうことになっております。

続きまして、議題５資料「人材不足（ヘルパー）と処遇の改善について」、議題５資料２「平成 22

年に開催した浦安就職フェアについて」。こちらも本日配布資料になります。続きまして、議題６資

料「浦安市障がい者福祉計画の策定について」というパワーポイントの資料になります。そして、議

題６資料２「主管課長会議の資料」、そして協議会の委員ではない方に関しまして、福祉計画に関す

る事業者アンケートの調査結果の概要報告と現在の福祉計画、当事者アンケート結果の冊子もお配り

してますので、こちらについてはお持ち帰りいただいてご覧下さい。

当日配布資料で協議会の開催の時間についてのアンケートをお配りしております。こちらは、お帰

りの際に事務局にお渡しいただくか、または、後日、ファックス、メール等でご回答下さい。よろし

くお願いいたします。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい、ありがとうございました。それでは、議題６つありますので、意見交換するもの、報告

を聞くだけのものあるかもしれませんが、進めさせていただきたいと思います。

それでは、議題１「平成 26 年度地域生活支援部会について」ということで、これについては、１

年前、委員になったときにも説明してもらってることと大差はないと理解してよろしいですね。それ

ぞれ部会が５つと合同部会があります。自立支援協議会、昔で言う幹事会みたいのは年６回です、部

会は年４回程度。これはそれぞれ部会で調整しながらやる回数になると思います。合同部会は年２回。

今年度、福祉計画策定委員会というのが、年６回開催される予定でございます。報酬については資料

の通りでございます。ただし、指定管理者、委託事業者、社福等については、報酬ありませんとのこ

とです。

次のページには、代理出席の件から、議事録の公開の件。事務局は、浦安市健康福祉部障がい事業

課と基幹相談支援センターが行います。開催スケジュールは、一応この予定で行う予定ということで

の日程表が書かれております。
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この部会については、昨年度から、主な課題とすれば、そこに書かれてあることを、話し合いまし

て、昨年度は主に、グループホーム、後半のほうについては若干の時間でございますが、発達障がい

者の支援等々について話し合いをしてまいりました。

本年度は、１回目でございますけども、昨年度のまとめと、今年はそこに書かれていることについ

て、また議論を繰り返していきたいと思っております。日程は、２回目からは、都合のいい日でや時

間帯等についてアンケートを取って日程を決めていくということだと思います。

あと、今年度については、昨年もそうでしたが、個別事例をもとにして議論を深めてまいりたいと

思います。いろんな議題あるので、途中途中修正等行っていくにしましても、今年は人材不足、処遇

の改善。事業所の一番の大きな課題が、当事者部会からも土日、夜間のヘルパーがいないという、い

ろんな意見が出ております。その辺を中心に話し合うことと、福祉計画の策定の年でもありますので、

その辺で福祉計画策定委員会のほうからいろんな議題が、当部会にも投げかけられておりますので、

その辺を議論していきたいと思っております。

簡単ですが、後ほどまた、ご質問等の時間を設けますので、最初報告関係は一気に行ってしまいた

いと思います。

議題２の就労支援センターの実績報告、就労支援センターは市の事業でございまして、橋野所長か

ら実績報告をさせてもらいます。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。今、リーダーからお話もありました通り、就労支援センターの所長も

兼務しておりますので、私のほうから実績の報告をさせていただきます。

業務内容についてですが、このセンターの中では就労相談、生活技能訓練、ジョブコーチ支援、職

場実習、就職活動支援、職場開拓、職場定着支援、離職者支援、情報提供、就労ネットワーク、就労

支援ネットワーク、までの 10 種類の事業を行っております。平成 25 年度の業務総件数は、合計 12633

件でした。この中で、浦安の特徴的なところですが、７番目の職場定着支援。平成 25 年度 1350 件

でしたが、こちら平成 24 年度は 682 件ということで、200 パーセント近い伸びになっているところ

です。

次に業務件数についてですが、先ほどの業務の中から生活技能訓練とジョブコーチ支援を除いたも

のを集計し直しています。来所によるものが、1246 件。電話が 1514 件。訪問が 396 件となってお

ります。

登録者についてですが、平成 25 年度に新規に登録された方は、30 人です。平成 20 年度からの６

年間の累計では、261 人となっております。資料のほう、申し訳ありませんが、264 から 261 に訂正

をお願いいたします。

男女別では、男性が 172、女性が 89 ということで、男性が多くなっています。また、これを障が

い種類別に見ますと、知的障がいの方が、すみません、資料の数字が違っておりまして、115 に修正

を願いいたします。知的障がいが 115 で最も多く、次いで精神が 75、身体が 66 の順となっておりま

す。

次に新規就職者、離職者の状況についてですが、平成 25 年度に就職された方は 28 人。離職され

た方は 12 人でした。本市の障がい者福祉計画の中の就労者数の目標が、年間 15 人ですので、毎年

目標を超える就職者の実績となっております。平成 20 年度からの、６年間の就職者の類型につきま

しては、107 人ということで、100 人を超えて、就職支援行っております。この就職者の増加に伴い

まして、業務で一番多くなっている定着支援の件数が、増加しているところです。

次に、次のページの５の浦安市就労支援ネットワーク会議ですが、これは平成 25 年度２回開催し

ております。昨年度は、平成 25 年４月にスタートしました、障害者優先調達推進法にもとづきまし
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て策定しました、浦安市障がい者就労支援、就労施設等からの物品等調達推進方針について意見交換

を主に行っております。

最後に職員数ですが、市では、常勤６人、非常勤２人の８人の配置としているところですが、平成

26 年３月末現在の状況は、常勤が７人、非常勤が２人ということで、９人の配置状況となっており

ます。以上で報告終わります。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございました。議題３番まで行って、まとめて質疑を受けたいと思います。議題３

の平成 26 年度浦安市新規事業について。橋野委員よろしくお願いいたします。

橋野委員：続けて障がい事業課の橋野から、報告させていただきます。昨年度の自立支援協議会、地域生活

支援部会等の会議ですとか、また、障がい者団体との意見交換会の意見等踏まえまして、平成 26 年

度新たに実施することになりました事業の中で、地域生活支援部会に特に関連の深い事業について、

４件ご紹介させていただきます。

まず、（１）グループホーム整備事業補助金についてですが、この部会で最も議論していただいて

きたテーマです。平成 23 年度に浦安市独自の整備補助 463 万円を創設しまして、平成 23 年度から

フレンズさんで定員６人、あいらんどさんで定員４人、今回タオさんで定員４人と、合計 14 人の定

員を整備してきまして、現在浦安市の定員の合計は、34 人となりました。しかしながら、本市の保

護者の高齢化も年々進んでおりまして、また、近隣の整備状況等も考えますと、市内の定員 100 人

以上を目指す必要があるだろうと考えております。そこで、今年度は新たに新築工事または、物件購

入を対象とした 1,000 万円の補助を調節いたしました。

また、過去に旧第３教職員住宅跡地活用グループホーム整備事業です。ここも申し訳ありません、

ちょっと資料のほうに、旧第３教職員住宅と抜けていまして、訂正のほうお願いいたします。こちら

ですが、昨年度市役所内部で、この空地になりました、空き施設となりました旧第３教職員住宅を活

用した事業が、何かないだろうかという募集がありまして、障がい事業課では、整備推進していきた

いグループホームについて手を挙げました。また、保育幼稚園課のほうで、一時預かり保育事業を行

いたいということで、その２事業最終的には選ばれまして、複合施設として整備することになったも

のです。市では、建物全体の防水工事、スプリンクラー設置工事等を行いまして、運営事業者に内装

工事を行っていただく形で、今後公募をいたします。

次に（３）重度障がい者等支援事業所運営費補助金についてですが。こちらは重度障がいの方が安

心して利用できるサービスが、市内に少ないという要望を大変いただいておりまして、公設の指定管

理施設の定員も、残りが少ないということから、民間の事業所に小規模、中規模であっても、指定管

理施設と同じような、人員配置、環境を整えていただくといったことを要件に運営費を補助するもの

です。補助の対象となる障がい者は、障害支援区分が４以上の方。資料をめくっていただきまして、

４以上の方でさらにアからエまでの、条件を両方持っている方。アからウ、ア、イ、ウ、エの中のい

ずれか１つ、持っている方ということで、対象としています。まず、アが、重度訪問介護、または行

動援護の支給決定を受けている方。イが、移動等に全面的な支援が必要と認定された方。ウが、行動

障がいの点数が 40 点以上の方。エが、特別な医療があるという方です。

こちらの補助対象事業者の条件につきましては、重度障がいの方を支援していて、国基準以上の人

員配置、環境の配慮を行っていただける事業所で、サービスの分類は、生活介護、自立訓練、就労移

行支援、就労継続支援、グループホーム、ショートステイを行う事業者。また、１日６時間以上のサ

ービス提供と利用定員は 20 人以下としました。補助金の額ですが、障害支援区分と、それから事業

者が、家賃の負担をしているかしていないか等について日額を定めております。家賃等の負担をして

いる事業所については、区分４が 5,100 円、区分５が 5,800 円、区分６が 6,500 円。家賃等の負担が
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ない市の施設で、事業を行う事業所については、区分４が 4,100 円、区分５が 4,800 円、区分６が

5,500 円となっております。

昨年 12 月に千葉県の障がい児の入所施設で虐待死亡事件がありましたが、重度障がいの方への専

門的な支援施設が大変少なくなっています。浦安のほうからも、こちらの施設ご利用されている方も

いらっしゃいまして、また、市内にこういった施設がないということから、福祉課の窓口でもご案内

をしてきたところです。また、こういった事件からも誰もが保護者、支援者、誰もが行き来できるよ

うな身近な地域で、安心して生活できるような仕組みがやっぱり必要ということで、こういった点か

らもこの運営費補助が、有効なものになればと考えております。

最後に青少年サポート事業ですが。こちらはこども部会中心に話し合ってきてもらったものです。

本市のこども発達センターでは、18 歳までの児童への療育支援を行っていますが、放課後や土曜日

などの事業所が少なく、学齢期以降の児童が、通うことが難しい状況でした。昨年度こども部会にお

いて、検討してきていますが、こちらの地域生活支援部会でも、本市は発達障がいへの専門的な支援

機関が少ないという意見がありましたので、こちらを合わせて立ち上げた事業となります。事業の対

象は、年齢が６歳から 25 歳の障がいの種類は発達障がいの児者。平日の夕方や土曜日等に療育支援

や交流事業、地域支援を行うといったことを、やっていただける事業所を募集しています。具体的な

プログラム等につきましては、部会の意見等を参考にしてほしいということで、実際に議事録から意

見を抜粋して募集要項を作成したところです。この青少年サポート事業が、本市の発達障がいの専門

的な支援機関として、地域全体の支援力の向上にもつながっていけばいいと考えております。

以上の４つの新規事業ですが、今の進捗状況についてわかっているものを、また続けてお話させて

いただきます。グループホーム整備事業補助金ですが、新築物件購入 1,000 万円の創設でしたので、

早い時期に募集をかけなければ間に合わないのではないかということで、３月に募集を実際にしてい

たところですが、残念ながら応募が１社もありませんでした。そこで、今までの改修の 463 万円の

補助に切り替えまして、現在改修、それから、敷金、礼金、仲介手数料等といったところへの、補助

を対象にした 463 万円の補助を２事業所に変えて募集を行っているところです。

（２）の第３教職員住宅につきましては、今現在市の、どういったところ具体的に工事するかとい

う仕様をつくっているところです。設計、仕様が固まったあと、６月以降に、公募をしたいと考えて

おりまして、決まり次第また皆さんにお伝えしていきます。

（３）の重度障がい者等支援事業所運営費補助金につきましては、たぶん今日あたり、皆さんにご

連絡、事業所の皆さんに通知が行っているかと思いますが、これから募集して、ただ、予算等は４月

から付いていますので、予算から、４月から対象ということで、現在申請を受け付けしているところ

です。

（４）の青少年サポート事業ですが、こちらは、募集が終わりまして、今後選定審査会を行う予定

となっております。選定結果をまたこちらでご報告させていただきたいと思いますのでよろしくお願

いします。以上です。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい、ありがとうございました。議題１から議題３まで、報告が中心になった時間帯でござい

ますが、何かご質問がある方、どうぞよろしくお願いいたします。

小川（圭）委員：ダイムケアの小川です。先に、報告のあった就労支援センター実績報告というのは千鳥の

ことですか。

橋野委員：はい、千鳥のワークステーションの中に入っています就労支援センターの事業です。

小川（圭）委員：はい。タオさんも同じようなことをそこの中でやってる。

橋野委員：ワークステーションの中の事業を簡単に私からご説明させていただきます。あの施設も複合施設
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になっております。市が行う事業は、今報告しました就労支援センターの事業で、形は業務委託とい

う形で、いきがいづくり共同体に委託しています。また、公共の施設ですので、指定管理という形を

とらない限りは、直営で、誰か職員を配置しなければいけないということで、私が所長として配置さ

れているところです。業務内容は、実際には、いきがいづくりの構成員であるタオさんと施設利用振

興公社が行っています。

ワークステーションは、この就労支援センターを中心に、これ以外にタオさんが、この中で就労訓

練を行う事業をしています。それから、大東コーポレートとリクルートスタッフィングクラフツが、

特例子会社ということで障がい者を雇う事業を行っています。相談と訓練と就労という、この機能を

複合的に１つの建物の中に入れて、障がい者の就労支援より強化していこうという、事業として行っ

ているものです。

小川（圭）委員：そうすると、この出していただいている資料は、タオさんのやってるのとは別に、人はか

ぶってないというか、別の人っていうことで考えたほうがいいんでしょうか。

橋野委員：はい。タオが行う訓練事業というのが、スペースも分けておりますので、職員については別とい

う形になっております。ただ、一部重度障がいの方の訓練スペースというのが、就労支援センターの

中に設けてますので、そこについては仕事の提供をタオにしていただくとか、ちょっと、見た目には

わかりづらいような部分もありますが、きちんと精査できるような形でやっております。

小川（圭）委員：あと、この報告は私が記憶してないのかもしれないけど、毎年度上がってきてるんですよ

ね。あんまり資料として見たことがなかったようだったんですけど。

橋野委員：24 年度までは、就労支援部会というのがありましたので、その中でメインにやってきたものな

んですけれども。25 年度、就労支援部会をこの地域生活支援部会に統合しましたので、24 年度も、

第１回で就労支援センターの報告ををさせていただいたところです。

小川（圭）委員：ありがとうございます。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい、そのほかございますか。よろしいですか、次の議題にいっても。また、最後に時間あれ

ば、先に戻って、質疑を受けますので、そのときまたあればご質問して下さい。

それでは、議題４、域生活支援拠点（グループホームを含む）整備のお願いと。昨年度、１年間か

けて、重度障がい者のグループホームの話をしてまいりました。皆様からさまざまなご意見いただき

ました。３枚目お開きいただければ、この部会で話し合った、多機能型の中核施設っていう話があっ

たり、小さなグループホームの意義の話をしていただいたりですね。話の中心は、どっちかっていう

ことじゃなくて、小さなグループホームは、現在市のほうでつくっていただきました。家賃の補助金

でありますとか、整備の補助金でありますとか、それから、運営補助金でありますとか、そういった

ものを活用して、地域に根ざしたグループホームをつくっていこうではないかと。

一方、１つの事業所ではなかなか立ち上げが難しい、特に医療でありますとか、夜間でありますと

か、緊急時の対応のような、中核的な規模のあるもの、できれば一事業所が立ち上がっていかないと

思うので、行政のほうで考えてもらえないかと。こういう意見交換があったかというふうに記憶して

おります。

それを、もう１年以上話し合ってきたので、できますならば、今ここで、私の案として、つくって

みました。これを、浦安市長と自立支援協議会の会長の下田会長あてにですね、この部会とすれば、

こういったものをお願いできないかな。

運よくっていったらおかしいんですが、本年４月から国の法律も、この地域生活支援拠点という言

葉でですね、ちょうど私たちが議論していた中核的な拠点と同じものを、各市町村でつくりなさいと

いうのが、国のほうでも指針として出まして、ちょうど私たちが議論したことが、同じくして出てき
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ましたので、そろそろ意見をまとめて答申をしたいということで案をつくってまいりました。

書いてある内容は、今しゃべったことでありまして、今この場でもって読んで、いいか悪いかって

いうことは言うつもりはなくて、この紙を読んでいただいて、ある程度時間を決めさせてもらって、

これでよければ、よしとして提出したいと。悪ければ、ご意見をいただきまして、次のまた議題にさ

せていただきたいと。

ただ、あまり時間かけますと、こういうものってのは、また予算の時期が来て、９月とかですね

10 月になっちゃって過ぎていくと、また来年ですよとなるとどんどん先延ばしにしていくので、あ

るタイミングでは、予算措置もしていただきたいので、答申をしたいと思っています。

これ、今日一応お配りいたしまして、今月いっぱいくらいに、何かあれば、意見を事務局のほうに

もらってよろしいんですかね。そこで、もう１回議論する余地があるならば、次回の会議のときには

議論させていただくと。「てにをは」みたいなものだったならば、まる抜けてるよとかですね、漢字

が違うよというんならば、訂正をさせていただいて、それでよろしければ、提出させていただきたい

と思っております。ぜひ、ご検討いただきたいと思います。

付いてる資料は、我々の会合で出してもらった資料が、全部添付してあります。それから、すべて

会議で出さしてもらった資料、意見書を添付してございます。今日の資料で、申し訳なくて、ちょっ

と私が書く時間がなくてですね、先週の木曜ぐらいに書いたもんですから、今日の資料配布になって

大変ございませんでした。とりあえず、この趣旨として、何かご質問等あれば承りますがいかがでご

ざいましょう。

佐藤委員：当日の配布で、まだ中身を見ていないんですけれども。いつ答申になる予定なんでしょうか。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：皆さんが、これをご検討いただいて、たとえば、いいんじゃないというふうに皆さんからいた

だければ、それこそ６月１日にでも出したい。ただ、皆さんご意見出てですね、これはちょっと議論

したほうがいいなと思うなら、次回の、地域支援部会で議論させてもらって、そのあと、皆様のご意

見を得て提出となると思います。

ただ、次の地域生活支援部会の日程は８月ですので。８月に出せば、たとえば、来年の予算措置を

してあげるなら、ぎりぎり間に合う日程だなということで思っています。

佐藤委員：まだ中身を、見せていただいてないのでわからないですけど。これは全障がい者を対象とした、

網羅したものになっていれば、それはそれでいいと思います。少し検討させていただいて、もしかし

たら、盛り込んでいただくような意見を提出するようになるかもしれませんので、よろしくお願いい

たします。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい、わかりました。ありがとうございます。ご検討よろしくお願いします。あと、皆さん、

何かご意見ございましたら。どうぞ、上田委員どうぞ。

上田委員：はい。すみません。先ほどから繰り返しになってしまって、皆さんにはご迷惑なんですけど、千

葉発達障害児・者親の会コスモの上田です。よろしくお願いします。

今、佐藤さんが言われたことを聞いて、私もそうだなと思ったのは、ここにおられる方は、半分ぐ

らいが事業所の方だと思うんですけど。あの、グループホームっていうのが必要だっていうのが、皆

さんのニーズだとして、つくっていかなくちゃいけない。そのために、たとえば、費用が足りないと

か、そのほうが事業所の話だと思うんですけど、入る人、それぞれの障がいをお持ちの人の話を考え

て議論をされたことがあるのかないのか。私は、去年から聞いていただいてるので、障がいを持って

おられるご本人が、どういうグループホームを求められていてっていうのを、そこから議論がされて

いるのかっていうのが非常に疑問で。それをしないで、保育園でもなんでもそうだと思うんですけど、

まず数ではなく、どういう保育をすべきかっていうのは、たとえば、国が実はもともと決めているの
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で、それにそって保育園をつくれば問題ないんですけど。

グループホームみたいなものを地域でやるんだ。そして、地域の人をそこで受け入れるのだってい

うのならば、浦安の今、入りたいと思っている障がい者の方、もしくは、その 10 年後に入るだろう

障がい者の方が、どんなニーズを持っていて、どんな支援をほしがって、グループホームが必要かっ

て話を、ここでしなければ話す場がないかな。そこは、すごく一番大事なことで、お金のことをたぶ

ん分配する場らしいのですが、ここは。それは、私は知らないでここに参加してたんですけど。どう

もそのようなんですけど。お金の前に、多様な障がいを持ってる人が皆、つまり、健常でないから障

がいなんで。そうすると、皆さんそれぞれ違ったハンディキャップをお持ちなので、ニーズも違って

くるかな。どこに住みたいとか、どんなふうに支援されたいっていうのも違うのかな。その整理を、

ここじゃなくてもいいんですけど、でも、ここでしなくって、まず建物だけ立てるっていうのは、議

論の進め方として違うように思います。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。もう１年前から個別事例っていうのをやっぱりさせていただいて、地域にこういう課題

があるっていうことを、確か５例くらいだったと思いますが、２回に分けて議論させてもらって、そ

れは当事者の声として、家族の声として、こまめに聞かせていただいて、あと、ここにお集まりの皆

さんも、当事者団体の保護者であったり、当事者の方がいたりしながら、そういった方たちが、どう

いったものがいいかっていう議論をしてきた一応つもりではいるんですけど。皆さんも同じ思いだっ

たら、大変なんですけど。そういうことで、一応この議論になってきた結果が、恐らく大きな建物に

ドーンと入れるんではなくて、小っちゃい地域に根ざしたものをもっとつくっていこうよとか、やっ

ぱり重たい方はそういったケアの必要なものは必要だよねとか。当事者も見えながら話してきたつも

りだったんですが、上田議員とすれば、そういう話はされてないというようなご理解なんですかね。

上田委員：全然全体像が見えてなくて、個別の事例と称して配られて、プライバシーといって、取り上げら

れていた事例も、要するに、１人とか２人と３人とか４人とかの事例ですけど。であれば、どんなも

のでもそうですけど。事例を３つ出て、４つ検討したからそれがすべてだっていうことは絶対なくて、

なら全体を調べなくてはいけない。全体を調べなくてはいけないんじゃなくて、重い事例だけが、特

殊な事例だけだっていうふうに言われても。

たとえば、私が自分の所属している親の会のとか、自分の子どもとか、自分の会員の子どもたちが、

グループホームに入るってことを考えるとすると、ほしいねっていうのは、たぶん、わりと、どの障

がいでもそう、住まいが確保されてほしいっていうのはそうだと思うんですけど。どんなグループホ

ームがほしいっていう話は、私とすると、前回も申し上げましたけど、非常にだまし討ち的に、なん

のことかわらなかった。非常に特殊な例に見える、事例の方々の住居が足りません、ですからグルー

プホームをつくるっていうのは、皆さん１年かけて議論してきた結果ですって言われても、私は一般

の市民の方に対して、私はそういう議論に参加していましたとは言いたくないです。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：ほかの委員の皆さんにも聞きましょう。皆さんも、そんな意見の交換したつもりないとおっし

ゃるならまたそれですけど。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。何回か私のほうからもご説明させていただいたかと思っていたんです

けれども。市の一般的な課題として、数字的なところからやっぱり足りないって思っているものなん

です。ちょうど、たとえば親の高齢化といいましたけれども、当事者の方が、40 歳、50 歳、60 歳と

いう、その方のお父さんお母さんというと、もう 70 歳、80 歳代以上じゃないかっていうような年齢

の当事者の方で、福祉サービスを使っている方が 278 人、25 年６月に浦安にいらっしゃいます。278

人。そのうち、グループホームや入所施設ということで、住まいのサービス使っている方は、66 人

なんですね。残りの 212 人が、全員がグループホームとは言いませんけれども、保護者の高齢化に
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伴って、やっぱり今福祉サービスを使っているっていうことは、住まいのサービスが必要になるだろ

うという想定を市のほうではしています。

この 212 人以上、やっぱりここに向けてグループホームの整備をしていかなきゃいけない。それ

に対して、34 しかない浦安市なんです。市川、船橋では、浦安の２倍、３倍とすでに整備されてま

すので、福祉の進んでる浦安とは言ってきましたが、実は、このグループホームに限っては、全く進

んでなくて遅れていると。保護者の皆さんから、直接要望が市のほうにたくさん来てますので。やっ

ぱり、まず、市として大きな課題と思って、この協議会にかけて、皆さん方で、どうしたら浦安にグ

ループホームが増えるのか考えてほしいということで、テーマとして考えていただいてるものでもあ

ります。

その中で、いくつかの事例を具体的に出すと、ひょっとしたら、障がいが違ってたりして、グルー

プホームが必要という気持ちがない方もいらっしゃるかもしれませんが、そういう人にも、わかる部

分があるんじゃないかということで、重度の方、中度の方、軽度の方と、さまざまな障がいの程度別

に、事例のほうはお出しして、いくらかでも皆さんと共感できて、必要性について話し合えればなと

いうことで進めてきたつもりなんですけれども。ちょっともしかしたら、この数字の話とかが私のほ

うからなかったので、事例に対しては、１個、２個、すごい少ないケースのことを考えているのかっ

ておっしゃったのかもしれないんですけども。実は、少なくとも、もう親が高齢化して、住まいがな

きゃいけないという方が 200 人以上いらっしゃる現実がありますので、これは皆さんに知っておい

ていただきたいと思います。

小川（圭）委員：ダイムケアの小川です。恐らく具体的に見えないっていうのが、みんな悩んじゃうところ

があると思うんですけど。１つには、まずその、佐藤さんおっしゃるように、資料がきちんと入って

ないということと、橋野さんがさっき、1200 人足りないって最初言ったグループホーム。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：100 名以上ですかね。

小川（圭）委員：1200 人以上。

橋野委員：100 人。少なくても 100 人。

小川（圭）委員：100 人。ごめんなさいね。この資料が、ちょっとよくわからないんですけど。以前のとき

までで話したとは思うんだけれど。資料１の２枚目の後ろ。県内近隣市の状況っていうので、24 年

の４月の資料出されてもねっていう話を、そのときもしたと思うんですけれど。これを、詰めていき

たいんだとしたら、浦安市の、今年度のこれで出していくんだとしたら、せめて昨年度ぐらいの資料

でないと。

さっき、グループホームとかケアホームの利用者さん、私が聞き間違えていなければ 34 人今いる

のかなっていう話だったと思うんですけど。これでは 22 人になっている。その辺がね、最新のもの

であってほしいなっていうことと、あとは具体的に、普通の、グループホーム・ケアホームに入る人

を何人ぐらい、もしくは、いくつぐらいと考えて。それ以外の生活支援拠点を利用される方がどれぐ

らいという考え方をするのかっていうのがもう少し見えてくれば、みんなわかりやすいのかなと思う

んですけれど。

あの、グループホーム・ケアホームも、あとどれぐらいつくろうねとか、どれぐらいできたら、い

つまでにできたらいいねということで。そのときに、たとえば、そういった形では入りきらない。も

しくは、より重度の人を扱うんだとしたら、こういうところかなとか。利用者像と、あとは、その利

用者の人数とかといったものがもう少し見えてくると、きっと、ああそうだね、必要だね、とか、こ

れぐらいの規模でいいんじゃないかとかっていう具体的な話がここでできるのかなと思うんですけ

れど。いかがでしょう。
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橋野委員：まず人数のことだけ、もう一度確認をしていただきたいと思いますが。私のほうでお話しさせて

いただいたのは、今の平成 26 年５月の浦安のグループホームの定員が 34。それに対して、高齢者の

方から想定される 200 人以上を考えると、少なくとも 100 人、半分の 100 人を、まず計画して整備

していく必要があると。これは、私の考えで、皆さんに今日初めてお話しさせていただきました。

その 100 人というのは、この 24 年４月の市川、船橋の数を見ると、浦安の２倍、３倍と整備され

てますので、ここからやっぱり２倍、３倍目指して、少なくとも 100 人整備しないと、近隣市並み

にもいかないと。200 人必要なうちの半分だけでもまずは整備しなきゃいけないというところから、

初めて今日 100 という数字をお出ししました。

それから、今日、今、リーダーのほうから当日資料でわたされた資料なんですけれども、昨年度資

料で使ったものをそのまま活用されてますので、１年前のものになっていますが、これは、千葉県の

ほうで出しているグループホームの定員を、千葉県で出している手帳所持者数で割返したものです。

あと、県のほうから、ちょっと統計出すのに時間がかかってますので、また、直近のでるものが出れ

ば、こちらにも示していきたいと思いますが。昨年の会議ではこれが直近のものでしたので出させて

いただいたところです。

小川（圭）委員：あまり細かい話をしている時間はないと思うので、端折っていきますけれど。人数でいっ

たときに、その２倍３倍といったものが、定員に、もしくはあるものに対しての定員という考え方も

あるんだけれど。実際市川、船橋、その人数、全人口、もしくは障がい者の人数でいったときも、や

はり、その何倍かのものがあるので、それだけの整備した先にこう、いそいできたのかなっていうの

があるのと。

あともう１個、数字は、直接聞けば、リアルタイムなものは出せると思うので、機を待たずに、具

体的な話を進めていくためには、できれば、直接各市町村に電話をして聞くこともできるのかなと思

うので。私、反対では全然ないんですけれど。ただ、進め方として、やっぱそういうふうに思われる

のは、そういったことなんじゃないかなと。現実でのリアルタイムのものを、ある程度出してきて、

で、どういう人たちを利用者像として、定員を大体どれぐらいのものを、どれぐらいの規模のものを、

拠点としてここにつくりたいんだとかって。

それ以外の人たちは、グループホームをどれぐらい、いつまでにどれぐらいつくって、どれぐらい

の人たちがそれに入っていけるんじゃないかと思うとかっていった内容が具体的に出てきたほうが、

より、拠点の必要性であり、拠点の役割というものが、はっきりしていいんじゃないかと思うんです。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい、ありがとうございます。それはご意見として承って、あと、先ほど上田さんの、当事者

の要望とか、当事者がどんなグループホームに入りたいとか、そういうことが見えないのは違うんじ

ゃないかっていうご指摘に対して、ほかの皆さん、委員の皆さんいかがでございましょうか。

森嶋委員：パーソナル・アシスタンスともの森嶋です。あの、リーダーと事務局に確認したいんですが。議

論が本来の議事から逸れてっているような気がするので、森嶋が違うのか、会議が少し違った方向に

行こうとしているのか、確認させて下さい。

今日のこの、多機能型グループホーム（案）と書かれてある、この資料の③ですけど。グループホ

ームをつくりたいですっていう確か、議事ではなかったはずなんです。このあと資料で出てくる議題

６の資料２ですかね。地域生活支援拠点。この地域で暮らし続けるために、在宅であったりグループ

ホームであったり、いろんな通所施設を使ってたりっていう、障がいの当事者の方たちが、困ったと

きに支援に出てったり、そこに来ることで、緊急一時的な支援ができたりという、いわゆる箱物の施

設、これをつくりたいという議論が出せますね。

このグループホームが一緒に付いてるのは、元々平成 24・５・６の３年間の福祉計画を策定する
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にあたってアンケートをとって、平成 23 年度の段階で、当時はグループホームとケアホームにわか

れていましたから、43 人と 16 人必要だと、実情は 20 何人しかないと。

これから３年経ってるわけですから、もっときっと必要数、行政が出してる、それも行政が出して

るのは適当な数字を入れてるんではなくて、障がい当事者の皆さんだったり、事業所の方だったりも、

ほぼ全数のアンケートをとった集計が数字として出てるので、これはリアルな数字だと僕は思ってい

いと思いますね。

この数字に対して圧倒的に数字が足りないと。近似値を比べたら、何分の１だという数字もあった

ので、グループホームがあったほうが恐らく緊急一時の避難的な専門的なケアステイだったり、体験

だったり、自立生活の訓練だったりっていうことをやるためには、今の制度としては議論したような

グループホームが必要だろうっていうこれ議論だったと思うんですよ。

なので、グループホームが、どんなグループホームがいいねっていう、たぶんこれ議論ではないは

ずなので、この議論を新たにするんであれば、また１つの課題として、議題として出していただいて、

そこでこの地域生活支援部会、話ができればなと思うんですが。

元々委員の任期は平成 25 年の４月１日から今２年目に入ってる皆さんって、留任の人新任の人た

くさんいらっしゃると思うので、新任の方たちは、平成二十何年に、安心コールセンターとかってい

うことで、自立支援協議会として要望書を浦安市に出した経緯があったような気がするんです。それ

にこう法律が追い付いてきたっていうことですかね。地域生活支援拠点、平成 27 年度から 29 年度

の間に必ず市町村に１つつくりなさいと。これに努力義務ではなく、確実な義務ですということ、法

律に明文化されてるので。早くつくれるんであれば早くつくったほうが、浦安市の地域生活が、今震

災でばたばたしてますけど、よりよいものになるじゃないかっていう議論だったはずなので、ちょっ

と、議論の整理をお願いします。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。その議論と、リーダーとしては気になってるのが、グループホーム、要するに法律その

ものがどんどん変わってってるので、グループホームとケアホームが一体化したりですね。新たな地

域にこういった、地域生活支援拠点をつくりなさい（グループホームを含む）なんていう文言が出て

くるので、元々の確かにスタートは、住まいの問題、重度障がい者の住まいの問題で議論は始まって

るはずでありまして、そのうちの１個がグループホームだったというふうに、私は正直いって理解し

てまして。

その中でやっぱり、１個の事業所が重度障がい者のグループホームを立ち上げてく、住まいのこと

を立ち上げるのは大変難しいんじゃないかって、議論はあったような経緯があったはずだと思ってお

りまして。そういう議論の過程は１年の歴史の中で、住まいの問題。特に重度障がい者が地域で生き

るための問題点の１個として、住まいの問題があったんだと思うんですね。

そのときに、３年前震災前に、この自立支援協議会で、市のほうで下田会長に答申した、安心・安

全コールセンターみたいな構想については、おっしゃるとおり震災があって１回ストップをして、こ

こにきてやっと国のほうもこういったことで追い付いてきたということなので。そういった方向に向

かって議論はしてたんだろうと。そういう中で、上田委員からのご指摘があったのは、当事者の顔が

見えなくて、この議論はされてんじゃないかという、議論があったので、それは、ちょっとリーダー

としては、別に箱物つくりたくてこの議論をしてるわけではなくて。重度障がい者がこの地域で生き

るために、どんなことが必要かって議論してたつもりなので。そういう中では、顔が見えてきた、あ

の、重度障がい者、あるいは当事者、ご家族の方のご意見を言いながらまとめてきたと思ったもんで

すから。皆さんも同じ思いだったら、これはいかんと。皆さんはそういったつもりだけど、上田委員

だけだったならば、上田委員にもう１回資料見てみて下さいってお願いしなきゃいかんと。いうこと
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でちょっと、話をしたかったんでございますね。

そんなことで、整理になったかどうか知りませんが、要するに我々が１年間議論したのは、重度障

がい者がこの地域で、生きるために何が必要か、その中で住まいの問題が出てきたということの、議

論の過程において、今日のこの結論っていうか、こういった結論で答申をしたいっていうとこに今た

どり着いてると。リーダーそのものがそう思っているのでございますが、もし間違いであるというご

指摘があれば、どうぞご指摘いただいて、訂正はなんぼでもいたしますので。どうぞ西田委員よろし

くお願いします。

西田（良）委員：はい。基幹相談の西田です。今リーダーの中で１つだけちょっと違うのは、１番最初の事

例を、出したほうがいいと言われて出したときには、重度の人だけの事例を出したわけではなく、５

事例出した中の、何名かはご意見言っていただいたと思いますけど。まあ、その知的障がいで、すご

く重度っていうわけではない方。つまり、親が高齢化していて、どうしようって困ってる事例を出さ

せていただいたので、重度だけに特化してきた事例を出したわけではありませんので、そこはちょっ

と、訂正して、ご理解いただければいいと思います。

それから、当事者不在ということでいえば、この事例を、詳しい A４の紙で出したときには、確か

に、見たこともないようなとか、想像もできないような重い障がいの人たちの事例を出されても、ち

ょっと、引いちゃうみたいなことを言われた記憶もありますが。その、５事例の中に重い障がいだけ

じゃなかったっていうことが、インパクトがそれで消えちゃうぐらい、すごいインパクトあったのか

もしれませんけれど。その事例の背景には、相談の中で、受けている利用者さんたち、相談の利用者

さん今年は 219 名いらっしゃったんですけれども。やはりいろんな方がいらっしゃいまして、そこ

からチョイスしてきているだけですので。この自立支援協議会のあり方の基本として、こう事例を出

すっていうことの中には、相談から見えてきた事例、地域の課題っていうところですので、いろんな

方たちを含んで、この会議に出したっていうことが１つと。

それから、本人部会をやっておりまして、本人部会には、市に公募されたいろんな障がいの方がい

らっしゃいまして、そこでも住まいの問題や支援者が足りない問題っていうのは議論されております。

なので、当事者不在にしてたかどうか。確かに、その、障がい別にグループワークでヒアリングをし

たりとか、そういうことを相談、基幹相談としてはしてきませんでしたけれども、浦安市の、障がい

福祉計画のアンケートですとか、そこら辺で障がい者の声は拾えてたんじゃないかと思っています。

それが１つと。もう１つは、先ほどの森嶋委員のおっしゃっていた、グループホームっていうこと

だけではなくって、拠点、機能なんだって話があったと思いますけども。この、今日配布していただ

いたリーダーさんがつくってくれた、資料４の１番最後のページですよね、部会での提案っていうと

ころの意見のまとめに、グループホームの問題と、それからやっぱり機能としてこういうものがあっ

たらいいよねっていう意見も書かれていますし。重い人のこと軽い人のこと、それから、年老いた人

のこと、親の問題点。いろいろ意見は、本当に出された結果でがあり、これをリーダーがまとめたの

かなっていうふうに、基幹相談としては理解しております。以上です。

小川（圭）委員：ダイムケア小川です。国から、こういったものが必要だということが出されたという、署

名については今回の資料の中には入ってないんですよね。入ってる？ありました。いいです。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。ちょっと議題の順番が違ってれば先にご説明できたかもしれないんで

すけども。福祉計画の中の資料として、事前にお送りしたものの中に、議題６資料２の中に地域生活

支援拠点の整備についてという資料をお配りしてます。

これはあくまでもリーダーが、私も委員なんですが、逆に、私は市としてこの要望を受けるほうの

立場でもあるんですけれども。今日のこの部会で今までの課題をひと区切りしたいと、今度はグルー
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プホームじゃないことも、今後やっていこうじゃないかということで、ひと区切りするためにリーダ

ーが今日、用意して示してくれたもので。もう少し、資料のほう、丁寧に事務局のほうでも説明すれ

ばよかったなと思ってるんですけれども。たくさん資料は付いてますが、今までの部会で配ったもの

がすべてなんですね。

この中で特に、丁寧に読んでご紹介させていただきますが。リーダーの意見としては、ここの 10

行ぐらいにまとめてあると思うんですけれども、議題４資料の裏側なんですが。

今までのそれぞれの意見を参考にし、当部会としては、小さなグループホームづくりは、各事業所

が現在の制度①として、今日もご紹介しましたグループホーム整備事業補助金 463 万円の改修分と、

あと今回創設した新築１千万のもの。

それから②がグループホーム家賃補助金。これは市が、当事者本人に家賃助成しているものと、国

から事業所の方へ家賃補助している制度がありますので、その②の補助金を使う。

あと③が障がい者グループホーム運営補助金。これは、千葉県の運営費補助を使いまして、で、実

際に市内の事業所さん、もう皆さん申請されてますが、給付・報酬で不足するような分については、

この、運営補助で補うという、この３つすでに制度があります。

それから、ここでは書いてませんが、今日ご紹介させていただきました、重度の方の浦安市の１日

約５千円という補助があるんですが。こういったものを活用すれば、各事業所さんが小さいグループ

ホームを自分たちでつくろうよということができるんではないかっていうふうにリーダーは書いて

るんですね。

まず地域に根ざしたグループホームを増やしていきましょうと。ただ、とても１民間事業所だけで

は立ち上げが難しい。今回名前が新たになりましたが、地域生活支援拠点、グループホームを含んだ

ものの整備については、市にお願いしたいと思います。ぜひ、ご検討のほどよろしくお願い申し上げ

ます。この１行についての要望なのかなということで、私のほうも読んだんですけれども。これがす

べてということではなくて、グループホームの議論については、これでひと区切りとしたらどうです

かというリーダーからの提案と、市のほうは受け止めています。今日初めてお配りしてますので、こ

の場ですべて決定しなくても、まだ次の部会でも、もう一度お話してもいいのかなと。

あと、私のほうからは、議題６のところで、福祉計画の策定の中で、国のほうから求められている、

この制度についても、これからお話しさせていただきますので、よろしくお願いします。

小川（圭）委員：お聞きしたいのは、結局、そういったものがあればね。たとえば、私どもはこんな感じっ

てまず出したので。それで、国はこんな感じっていったものが仮にずれてたとしたら、またそこで話

しなくちゃいけないんだから、国が出してるものとかっていうものがあるんであればね、それも一緒

に、みんなが勉強したあとで、これっていうふうにしたほうが、ぶれないでいいんじゃないかなって

いう。だから、資料が先にあれば、今回ちょっと、今日出てきた資料が結構多いと思うので。それと、

何が必要で、どういう形で国が考えてるとかっていうことも、みんなが、まだ、実感できない状態で

いるのかなと思います。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。ありがとうございました。あの、議題６資料２は、また後ほど話をしていただけるんで

しょうけど、これ、いい資料ですね。私もちょっと今日初めて見まして、かなりこなれてる資料でご

ざいますので、小川委員どうもありがとうございました。また、これちょっと、資料として、検討す

る資料としては、もう一度、事務局等と打ち合わせをさせていただいて、検討したいと思います。そ

れじゃ大体、時間が来ました。この辺で、この議論はよろしいですか。ここはちょっと議論しておき

たかったんで、時間いただきました。大丈夫でしょうか。はい、どうぞ。

森嶋委員：パーソナル・アシスタンスともの森嶋です。一点だけ申し添えさせて下さい。
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橋野委員が説明していただいた、議題６の資料、これもそうですけど。今度、福祉計画の策定に入っ

てます。27、８、９の３年間の。これの議論を、何回かの会議を経て出るんですが。これは国が出

してる基本指針にのっとってつくらなければいけないということをまとめて確認したいということ

と。その基本指針にのっとるのであれば、地域生活支援拠点というのは、合同部会が、都市計画のと

ころに意見をこう。意見を出せるってチャンスだと思うんですね。この地域生活支援部会っていうと

ころは。事例を検討したあげく、この方法でこういうものをつくっていただきたいということを言え

る貴重な会議なので。いつまでも、これを議論したい、これを議論したいって言ってると、もう議論

して終わった頃には、７、８、９の３年間の計画は、もしかしたら僕が困るなと思うんですが、事務

局のほうから、計画の部分と、今、僕が言ったことが、時系列的に合ってるか合ってないかっていう

ことを、ちょっとここで説明したい。

橋野委員：議題６でまた、お話させていただきますが。５月 12 日に、第１回福祉計画策定委員会がありま

した。今日、そのときの資料、すべて、お配りしましたので、ちょっと資料の枚数が多くなってしま

って申し訳ありません。

また、協議会の中、策定委員会の中でもお話しましたが、やはり、グループホームについては、こ

の地域生活支援部会で一番長く取り組んでいただいてますので、ここでの意見を踏まえて、計画のほ

うに反映したいと考えております。

あと、そのグループホームを増やす、１つの方針として、この地域生活支援拠点についても、この

部会で検討していただきたいということを、第１回目の計画策定委員会で、私のほうからお話させて

いただいたところです。また、議題の６のところで改めてお願いさせていただきます。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。よろしいですか。はい。それじゃあ、次の議題、５へ行きます。あと２つです。

議題の、人材不足（ヘルパー）と処遇の改善について。資料５の資料。この２枚っていうのは、４

年前に行った、浦安就職フェアの資料２枚が添付されています。一番最初の議題５の資料の人材不足

（ヘルパー）と処遇の改善について。これ、事務局のほうから資料説明ございますか。

西田（良）委員：はい。基幹相談の西田です。先ほどから話題になっている、その個別事例なんですけれど

も。昨年の会議の５月の最初の会議のときに、事例を５つ出させていただきました。それをずっと、

こう引きずりながら、今日先ほどの１つの要望としてまとめて、答申するかどうかってことになって

いると思うんですけれども。この５事例をやっていく中で、たとえばグループホームですとか、拠点

的な多機能型の拠点ができれば、いくつかはこの事例の中の問題が解決されるわけですが。それでも

残ってしまう問題っていうのは、人材不足、主にヘルパーさんのことなんですけれども。というとこ

ろがありますので、この事例の中で残っていること。それから、本人部会で出た意見について、ちょ

っとここでご説明させていただきます。

これちょっと読む形になっちゃいますけれども。１つ、まずは、25 年度の地域生活支援部会の事

例検討の課題からっていうことで、自閉症とか、知的障がいを持つ成人の方のケースでは、一人一人

状況が違うんですけれども、不穏時における自傷ですとか他害行為。それから器物破損ですとか、家

族への暴力行為など、突発的なパニックが発生することがありまして。自閉症の特徴を理解して対応

できるヘルパーとか、日中活動のあとの時間とか休日など、お母さんだけになってしまう時間帯に導

入する必要があるんですけれども。サービスを提供している事業所も、ヘルパーの数も不足していて、

必要な支援量が出てるんですね、支給決定量は。支給決定はあるんだけれども、サービスが埋まらな

いということです。家族、こういう家族が不安とか、体力の限界、介護疲れを感じているんだけれど

も、入所施設は嫌ですということが明言されていて、自宅での暮らしとか、もしくは浦安市内のグル

ープホームを希望しているっていうようなケースです。
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もう１つは、重度心身障がい者の方が自立生活をする場合とか、医療的なケアですとか。医療的な

ケアというのは、喀痰吸引とか、胃ろうとかということも含むんですけれども。それが必要な方で、

入所施設ではなくって、住み慣れた自宅での生活を続けたいっていう場合。いつも安心して毎日送り

たいと希望されているんですけれども、夜間のケアはできませんとか、早朝と深夜はスタッフがいま

せんとか、業務時間ではありませんとか、医療をやってくれたとしても、医療的なケアはあるから怖

いってヘルパーさんが言ってますとか、不随意運動があるために、常時の見守りが必要なケアは大変

なので入りませんとかいう理由で、ヘルパー事業所から断られることも多々あります。これまで幾度

となく、ヘルパーの不足による在宅生活の危機があって、それはもう、今も続いているっていう状態

です。

それから３つ目は、知的障がいのある方の主たる介護者が亡くなってしまいました。たとえば高齢

の父親とご本人が残された場合は、今までお母さんが担っていた介護とか介助を含めた、生活支援で

すね。家事もそうですし、その人たちの健康管理。それから、突発的な生活の中でのアクシデントの

対応とか、そういうことが不可欠になります。

生活支援は、単なる家事だけとかのことではなくて。今、読みましたように、健康の維持とか、生

活習慣の確立をするっていうこともあります。生きていく中で重要な支援であるんですけれども、や

はり現実の夕方から就寝までの時間。いわゆるお母さんがやってくれたような時間とか、休日の余暇

を含めた土日祝日に稼働してくれるヘルパーさんが不足していて、本当に家の中はひっちゃかめっち

ゃかで、ご高齢の、残されたお父さんたちとぐちゃぐちゃになってるっていうことがあります。

高齢の親御さんたちは、ご自身の心身の限界も感じてるんだけども、それよりも、自宅で子どもが

健康的な生活を、送ってほしいっていうことを、強く希望されていて、こういうところの時間になん

とかヘルパーを入れてもらえないかというふうに、言われています。

これらは 25 年に出したケースの、プラスアルファなんですけども。これらのケース以外にも、70

歳、80 代の、親御さんが、身体介護を直接している現状があります。身体障がいの方ですね。で、

もし自分が介護ができなくなったら、本当にいつまでに介護できるんだろうって毎日毎日思うのよっ

ていうお母さんたちが、いらっしゃいます。そういう不安を、お母さんたちが抱えてる、親御さんも

抱えているけれども、当然ながら、ご本人も、どうなるんだろうって思って、本人部会とかでもたく

さんの意見を、言われました。

その方たちの希望っていうのは、やっぱり家族が平日の夕方から夜にかけて、家族がやってくれて

いる、ヘルパー。で、週末とか、通所施設が閉じている時間帯に、介護ですとか、外出をしてくれる

ヘルパーを切望しているけれども、やはり、これらの時間帯には、ヘルパーさんの確保が難しいって

いうふうになっています。

課題のまとめとしましては、必要なサービスの支給量。浦安市は、支給決定量はプランに沿って、

出していただけていますので、足りているんですけれども。ヘルパーさんが不足しているっていうこ

と。それから、どのようなヘルパーがいれば、課題を解決するのかって原因をわり出せば。どのよう

なヘルパーがいれば、課題は解決するかっていうと、自閉症の特徴を理解して、支援のスキルが高い

ヘルパーさんですとか、医療的なケアを提供できる人。それから早朝深夜泊まりとかで、重度の方の

ケアを担える人。夕方から夜にサービスを提供してくれる人。土日祝日に稼働してくれる人。緊急時

に生活支援ができる人っていうようなことで、こういうヘルパーさん不足を解決するための手段って

いうのが、どういうことがあるんでしょうかっていうことを書いているのと。

次の（３）はですね。これは浦安市の障がい福祉に関するアンケート調査の結果報告っていうのが、

26 年の３月に出ておりまして、それをグラフにまとめてみました。福祉サービスのへの不満の理由。
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これ、ヘルパーさんは何がありますかっていうと、多い順に、やっぱり希望する時間にサービスが受

けられないっていうのが 27 パーセント。それから事業所のサービスの質。それから、支給決定を受

けたんだけれども、サービスが受けられないっていうところで、希望する時間帯。それから支給決定

があるけどサービスがないっていうところで、合わせると 43 パーセントにものぼっているという現

実。

それから、その下も同じ行動援護ですから、ホームヘルパーなんですけど。ここは、もっと高くて

ですね。希望する時間帯にサービスが受けられない人と、支給決定はあるんだけど、サービス自体が

受けられないという人を合わせると、69 パーセントにものぼっているということですね。

それから、次のページも同じなんですけれども。同行援護の場合は、希望する時間にサービスが受

けられない人と、支給決定は受けたんだけど、サービスが受けられない人を合わせると、34 パーセ

ント。重度訪問に関しては、49 パーセントっていうような数字が出ています。

行動援護と重度訪問介護は、基本的には、区分の重い方たちを対象して、としていますので。一般

的、数字だけ見ると、かなり重い障がいの人たちの時間というのも、なかなか入り手がいないのかな

ということが、客観的に数字でもわかるかと思います。以上です。

西田（良）委員：続きまして、就職フェアなんですけど。じゃあどんな方法があるんだろうっていったとき

にそれは皆さんにご議論いただくんですけれども。

うちの事務局としましては、平成 22 年に、同じような議論が確かありまして。じゃあ、福祉に関

わってくれる人を探そうっていうことで、浦安市版の就職フェアを、開催しました。議題の５の資料

２っていうところですけれども。浦安版の就職フェア「浦安で働きませんか」っていうこととか。目

的は、地域の課題として挙げた事業所の担い手不足の解消に向けてっていうことで、皆さんブースを

出していただきました。

会場はブライトンホテルでやりました。そして事業所の説明ブースをオープンしたり。あとは、『も

っこす元気な愛』っていう、ちょっと集客のために映画をやってみようということで、映画をやった

り。この『もっこす元気な愛』の主人公の当事者である、倉田さんのトークショーやったり、ってい

うことで。実績としましては、15 事業所が出展していただき、来場者、就職活動をしたいという人

が 63 人。上映のほうは 559 名の方がいらっしゃいました。

結果として、浦安市でこの 15 事業所の中で８人の方の採用が決まりました。ということがありま

して。チラシとかも、今日同封しましたけれども。こんなこともやってみましたということで、資料

の説明は以上です。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。どうもありがとうございました。今年度の課題。昨年度からの当部会の課題の中での、

１個であります、人材不足の問題について、今年度、全部ではありませんけど、取り組んでいきたい

と思います。

ヘルパーさんがいない理由とかですね。あるいは、こういうことをやれば定着がいいんじゃないか

とか、集まるんじゃないかとかですね、その辺の意見を、今日は、２、30 分割いて事業所も多いの

でいただきたいと思います。こういうことがあれば、もっとヘルパーさん集まるんじゃないとか、こ

んなことやったら、事業所はちょっと楽になるんだけどという、率直なご意見を。今日は、意見を言

うだけで結構でございますので、ぜひ言っていただきたいと思います。

森嶋委員：はい。パーソナル・アシスタンスともの森嶋です。私が言いたいのは、こうやればヘルパーが集

まるとかっていうことよりも、なんでこの議論を、ここでやってるのかっていう、この危機感ですね。

こう、あおるわけじゃないですけど、事実としてお伝えさせて下さい。

先週、今の安倍内閣が、新しい法律を出しました。お医者さんが今までやってたことの一部を、看
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護師さんにさせると。これをもって、介護福祉士が、ヘルパー持ってる、もしくは、介護経験３年間

でできますよというのが、来年で終わっちゃうんですけど、それを延ばしました。

それの向こう側にあるのは、今特定行為と言われてる、ヘルパーさんたちが研修を受けて、たん

の吸引だったり、胃ろうの設置だったりということができるようになりましたけど。これが、ほとん

どすべての、ヘルパー事業者に求められることになります。それがやってくれないと加算をしない、

ゆくゆくは、それやってくれないと減算だよみたいな。

今、介護職としての資格が必要とされてない通所事業所とか、グループホームとか世話人さんとか

にも、資格が求められていきます。求められて、みなしの時間は減算みたいな。

介護福祉士が、平成 25 年、この間、試験が終わったばかりだけど、まだ 40 パーセントいってな

いんですね。これが、厚生労働省がやろうとしてるやつが、50 パーセント、介護福祉士がいないと、

この介護職の事業者に対して、特定行為をもってやってくれないか。訪問看護の事業所は、限りなく、

往診のドクターに近いレベルまで、点滴も刺して、帰っちゃうぞみたいな、そのぐらいのことをさせ

ようっていう。介護の現場が、ものすごく介護職のほうに、専門的なものまで、要するにお金がかか

るところが、投げられてるんですね。

それに対しての報酬があるかっていうと、報酬はきっと変わらないんです。これが起きたときに、

普通の事業所であっても、どんなに制度とか、資源ができても、担い手がいないと、これもうどうに

もならない話になっちゃうんです。さっきの基盤になるような、地域生活支援拠点があったとしても、

担い手がいなければ、そこの職員だけが、そういうことしなきゃ地域が回らないわけで。

本当にこの介護職は不足してるんですよ。ただ、福祉計画には、介護職をどうやって確保するかと

いう、具体的な政策まで載せろっていうふうに、今回の基本指針には出てるんですね。これは後ほど、

たぶん福祉計画の説明あると思うんですけど。なので具体的な施策を、その地域の実情に応じて、浦

安だったら、これだったら、ヘルパーを確保できるんじゃないかとかっていうことを、施策に起こせ

る。これが、最初で最後の話だと思うので、皆さん、意見を一緒に考えていただければなと思って説

明させていただきました。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：皆さん、どうぞ、いろんなご意見を。佐藤委員、いかがでございましょうか。

佐藤委員：常日頃、本当にヘルパーさんの力の偉大さとともに、その力を提供していただく人々が不足して

いるなっていうのは、感じております。

さらに、いろんなところの講演会で聞くところによると、もう人口は、テレビでも放映されている

ので、皆さんもご存知でしょうが。１億人を切って、８千人になり、またそれが高齢化して、介護の

担い手っていうのは、本当に、果たして、これだけ、いろんな施策がなんだというのを、計画してい

っても、実現の可能性があるのかなという心配をしつつ、今日もここに座っています。どうやって確

保していくのか。

これは、医療のほうでも、人材不足なんですね。それから、土木・建築のほうでも人材不足。いろ

んなところで、マンパワーが不足してきています。特に、この介護職の、先ほど森嶋委員がおっしゃ

ったように、報酬をやはり考えるということは１つの策ではあると思うんですけれども。単純に、そ

の報酬がかなり上がったとしても、それが、本当にというふうに、こちらの介護のほうへ流入する要

因として、けん制しうるだけの資格でないと、実現不可能かなと。私、ちょっと現場で介護を担当す

る事業者としてはですね、ちょっと危惧しております。なんとか、この場で希望を見つけていきたい

と願っております。以上です。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。希望の見えるご意見を、ぜひ。谷岡委員、いかがですか。

谷岡委員：ケアラビットの谷岡でございます。喀痰をすぐできるヘルパーさんの、そこの制度のありようが
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ですね、もう少し融通の利くようなことがあってもいいんではないかなと思うんですね。っていうの

は、A という利用者に対しての、喀痰の補助をしていたヘルパーさんがいるという人は、たとえば施

設に入りました。このヘルパーさんは、喀痰はできる技術は持っているんだけれども、B という利用

者には対応できない。さらにまた、その人のための何かをしなければ、資格を取ってこなければなら

ないという、無駄なところがあるのをなんとかこううまくできないもんだろうかなというふうなとこ

は、ちょっと考えております。でも、ちょっと人手が足りませんで、皆さんのいいお知恵があれば、

お借りしたいと思ってます。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：相馬委員、どうぞ。

相馬委員：身障福祉会の相馬と申します。ちょっとお聞きしたいというか。ヘルパー不足って、どこの業界

さんも言ってる。要するに、事業所と現時点の人材、ヘルパー。そこの待遇とか、給料とか、いろい

ろなことのかい離っていうのは、どうなんでしょうかね。とにかく、事業所が儲かってて、要するに、

そこで働く現実のヘルパーさんが給料が少なくて、集まらないとか、そういうとこの事業所と働いて

る人の食い違いっていうか、そういうあれが、どういうふうな状況なのか。

あと、それをヘルパー不足って言うけど、ヘルパーさんを必要としてる家庭。その家庭においても、

僕から言わせたら、ちょっと変かなと思うんだけど。少しわがまま過ぎるとこあるね。結果的にね、

ヘルパーを必要としてる家庭に、A っていう。要するに、その方がいると、その家族の人が面倒を見

ないで、要するにヘルパーだけに任せてるっていう感覚の受け方。そういう状態で、ヘルパーさんが

ものすごく、重度的な介護をさせられる。

現実に、これ僕がなんでこんなことを言うかというと、うちの子どもはヘルパーなんです。それで、

腰やっちゃって。今現在、ケアマネージャーやってますけれども。ケアマネージャーにしても、ケア

プランを立てるとか、当人はどうでもあれなんだけど。その家族の人が、あまりにもわがまま過ぎる

って言うんですよね、いろいろな。「こっちが高いから、あっちの施設にしろ」とか、「こっちの事業

所がどうだから、おまえのとこどうなんだ」とか「じゃあ、ほかの事業所に移る」とかね。皆さん事

業所として、そういう経験とか、そういうのはないんですか。いろいろ事業としてはありますけれど

も、そこにおいての、受ける側と、それを提供する側のギャップっていうか、そういうことも、もう

少し考えながらっていうかね。

国の指針がどうのこうのあれて、「給料上げろ」って言われたら、給料上げてもらったらって、俺

んところの給料なんか、１銭も上がらないよ。国のほうでは。だから、事業所がそれだけもらって、

運営してるのかっていう形があるんだけどね。そういう形をね、もう率直に言ってね、そこで働いて

るヘルパーそのもの。その人たちが、やっぱり感じているっていうこと、現実ですよね、結果的に。

それから、ともさんなんか 24 時間介護やる。これものすごく大変だと思うのよね。夜中の２時、

３時っていうことは、今日も来るわけでしょう結果的には。「１時から２時の間に来てくれ」とか、

「明け方の３時から４時の間に来てくれ」とか。そういう現実が、やっぱりやってるほうから考えた

らね、それが家族とか、面倒見れる人がいないっていう云々じゃなくて、現実にいるのよね、行って

みると。そうすると、その時間を、ヘルパーの時間を使えるからっていうんで、夜中だろうと、なん

であろうが、要求するわけです。そういう現実があるんですよね、やっぱり。それで、やっぱり給料

が少ない。確かに、ほかの事業というか、要するに職種から比べたら、まだまだ低いですよね。もの

すごく、国とかこのヘルパー増やさなきゃ、介護事業しなきゃいけないなど、言ってるけど。現実的

に、ほかの職種から比べたら、全然低いです。だから、そういうことの、国と、事業所。それから、

事業所と、そこに働いてるヘルパー。そこのかい離っていいますか、食い違いっていうか、そういう

ことが、どうなんだろうかなと、絶えず、僕は考えてるんですが。
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皆さんの事業所さんが、何人もいらっしゃいますけど。その辺のところ、どうなんでしょうかね。

国の指針的なあれがあるでしょうけれども。ですから、やっぱりどっちかというと、働いてる人は、

どうしたって、給料がよくって、楽な事業所に移りますよね、結果的には。だから、その辺のところ

を考えると、どうなんでしょうかなと。うちの息子なんかも、結果的に、夜じゅう 11 時まで、「なん

で、今頃、こんなことやってんだ？」って言うけど。やっぱり現実に、そういうケアマネやってても、

要するに、あまりにも利用者がわがまま過ぎて困ったっていう、経験を相当持ってますよね。そうい

うところも、やっぱり事業所と、それを受ける側との、ギャップっていうか、そういうこと、もうち

ょっと解消しながら、やっぱりやっていかないと、これ、いつまで経ってもこれ、なんていうかな、

追っかけっこじゃないかなっていう、まあ、ちょっと、その辺のところを、ちょっと一言。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございました。小川礼子委員、どうぞ。

小川（礼）委員：あいらんど小川でございます。あの、わがままな利用者さんは、性格だと思います。わが

ままな利用者さんは、しょうがないと思うんですけれども。やっぱり自分が一番、世界で一番苦しい

と思ってらっしゃるんじゃないかなと思います。

で、ヘルパーさんの人材不足の件なんですけれども。私は、ちょっとあんまり知識がないんですけ

ど。市で、ヘルパーさんの資格を取るのに、補助とかっていうのはあるんですか。ないんですか。な

んか、市川かどっかで、母子家庭のお母さんとかを対象にして、タダでヘルパーさん取って、代わり

に、「半年間は、絶対その仕事するんだよ。そしたら、タダだよ」みたいな、そういうので、こう、

ヘルパーさんを増やしています。女性である限り、将来、介護っていうのは、絶対、誰でもあると思

うんですね。で、私も十数年前に資格取ったときに、とりあえず取っとこう。実際は使わないかもし

れないけど取っとこうっていう感じで取ったんですけれども、実際、ニチイさんなんか行っても、資

格は取るけど、現場で働く人が少なかったり。今、実は、こんな仕事してるけど、今のうち資格だけ

取っとこうって、現場で生かさないとか。で、そういう人を拾い出してみるとか、なんか、こう、お

いしいものを市がぶら下げて下さるとか。大変だけど、とにかく半年体験してみようよとか、なんか

面白い企画を出して、眠ってるヘルパーさんを、こう、たたき起こすとか、なんかしていかないと。

ねえ、谷岡さん。大変だと思います。本当に実際、足りないんですもんね。

現場で回っていかない。でも、利用者さんは、どんどんどんどん増える。黙ってても、私たちも、

こうやって年取っていくじゃないですか。だから、みんな、まんべんなく年を取るんだから、やっぱ

りもう資格を取ろうよって。

さっき、森嶋さんがおっしゃったように、どんどんどんどんレベルアップしなきゃ、スキルアップ

しなきゃいけないですよね、ヘルパーさんも。資格だけ取って、ぬぼっとしてても、どんどんどんど

ん、大きな重しがかかってくるので、資格を取っただけで何もしてないヘルパーさんだけ持ってる人

は、「５年経ったら、１万円補助するから、もう１回、現場で実習して、すぐ現場入って」みたいな、

そういう制度とか、いいと思います。すいません。突拍子もないこと。以上です。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。ありがとうございます。小川圭子委員、どうぞ。

小川（圭）委員：ダイムケアの小川です。いろんなことを言っても、結局１つには、事業者の姿勢というも

のかなと、私は思ってるんですけれど。というのは、ヘルパーをつくっても、ヘルパー入ってきても

辞める人たちがいるんですよね。二度とやらない人たちも出てきている。かなりの人数の人が、ヘル

パーを取っているのにも関わらず、取っただけで終わった人もいれば、取ったけど、やって辞めた人

もいる。それが戻ってこないのはなぜかなっていうことを考えたときに、現場でいろんなことを言わ

れたことがあるとか、そういったことなのかなということなんですけれど。

１つに、まず、ヘルパーさんっていうのは常勤として雇われている人が、かなり少ないんだと思い



20

ます。非常勤で、時間給で、登録ヘルパーという形が、一番多いと思うんですけれど。その場合、移

動する時間には、時給が発生しない。

A さんの家で１時間仕事したら、1,500 円もらえるけれど。A さんの家から B さんの家に動く間。

もしくは、B さんの家から C さんの家に動く間というのは、時給が発生しないということであれば、

外に出て、雨に打たれて、風に吹かれて、自転車で動くことを考えれば、ダイエー行って、レジ打っ

てたほうがいいかなっていうのが、恐らくいっぱいあると思うんですね。

それと、それは間違いなく、そこに行って、そこからそこまでの時間が終わったら、時給として今

月いくら稼げるわっていうことがわかるんだけれど。ヘルパーの場合は、B さんが、A さんが終わっ

て B さんに行こうと思ってたら、B さんが、今日は、入院してしまったと。そうすると、B さんの

家に行く仕事がなくなったと。今月にこれを、B さんの家にこれぐらい行って、これぐらい稼ごうと

思っていたのが、それがもう、ぼっこり消えてしまうと。事業所はそのときに、余分にヘルパーを雇

っていられていないので、それにあてがう別の業者さんを出せるかといったら、ないんですね。そう

すると、そのヘルパーさんの今月のこれぐらい稼ごうと思ってた予定はどんどん崩れてしまうと。

そういった現実が、実際にそのヘルパーさんが、この仕事をずっとやっていって、家計を支えるな

り、なんらかの自分の目標のためにお金を貯めていくということが難しくしてるのかなというのがあ

る。だから、待機時間もしくは移動時間にも、事業所がお金を払えるかということです。もしくは、

キャンセルになったときに、それをどういう形で埋められるか。自慢じゃないけど自慢しちゃうと、

うちは待機時間多い事業所なんですね。病院連れて行ったら、帰ってくるまで何時になるかわからな

い。でも、それでも、次の仕事も入れている。でも、終わった利用者さんを待たせたくない。でも、

そうすると待機時間が増える。うちは、全部を固定給にしてます。固定給っていうか常勤で、遊ぼう

が遊ぶまいが、今月すごい仕事少なかろうがなんだろうが。とすると、給料が確保されるので、そう

いう意味では、辞めていかない。

で、もう一つ、利用者さんの問題に関して言えば、その、小川さんもちらっとおっしゃったんです

けれど。人によるというのがあるんですけれど、それが実際に仮にヘルパーさんに直接、わがままだ

と思われてしまうような言動があるとすると、それもやはり事業所の問題で。介護保険においては、

ケアマネさんがプランをたてて、それを各事業所に、この人をいつまでに、こういう形で、こういう

目的で、こういう仕事をやってくれという話がくる。そうすると、事業所はそれを受けて、訪問介護、

この場合、居宅の事業です。受けたときにサービス提供責任者が、その A さんのうちに行って、谷

岡さんからこの仕事を頼まれてきたと。こういったことで、やるっていうことでオーケーですかと。

その内容としてはこういうことですねと。具体的な内容を言う。それで、契約をしてきた以上、それ

以外の依頼とか、それ以外のことを言われたときには、基本的には、そのケアマネさんのプランにの

っとらないものを介護保険でも報酬は発生しないので、受けられないということなんですよね。

そういったことを、事業所のサービス提供責任者がきちんと利用者さんたちに説明ができているか。

ごめんなさい、お母さんがいるときには私、こういうことをやれって言われてるので、お母さんにそ

んなことできない。

もしくは、こういったプランでこういうふうな形で動いているから、今日はごめん、買い物じゃな

くて洗濯させてとかって。そういった、利用者さんたちをわがままにしてしまうというのも、私はあ

る面、事業所のヘルパーの、側の問題だと思っているところがあって。

また、うちのこと言っちゃうと、うちは依頼された内容以外は、必ずその場で、ヘルパーに提供責

任者に連絡をさせるんですね。その時点で、利用者さんはそう簡単には、頼んだ内容は変えられない

ということを自覚してもらえるのと、あと、内容によっては、じゃあ、今回だけねとか、これはでき
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るけどこれはできないといったことを直接また、サービス提供責任者が利用者さんに説明する。それ

で内容によっては、今度ケアマネにはかる。今日はこういうふうな形でと言ってるけどどうすると。

そういうものが全部動いた時点で動けるんだということを、やっぱり、障がいのほうは今までは、ケ

アプランというものがなかった、なかったというかあってないようなもんだった。だから、その、プ

ランナーというものの位置付けもはっきりしていなかったんだけれど。でも今後はケアマネのように

必ず存在するんであれば、それにのっとったものでないと、それにのっとって支給された時間はその

ための時間だから、それ以外のことができないとかね。そののっとって支給されるプランという、そ

の内容には、当然根拠があるはずなので、利用者さんがわがままで言ったこと、わがままっていう言

い方をすると、恐らくこの場でみんな言っちゃったから言っちゃいますけれど、わがままという形で

とられるようなことを、プランの中に入っているということは、基本的にはありえないと思うので。

なんらかの必要性、なんらかの、目的があって、プランの中に落とし込まれている以上、それは、も

う、わがままではなくて、その人の必要なことであれば、それをやるというために、そのヘルパーに、

「今日はあなたは、この人こういうことをやってきてね」と言って行かせた以上、それをやって帰っ

てくるときに、わがまま言われたとはきっとヘルパーは思わないと思うんですよね。

だから、そのプランにのっとって動くということと、それを必ずさせるということと、それも利用

者さんに説明するということで、ヘルパーさんたちが、その場でなんかいろいろやらせれて、なんか

しんどいなと、日々思わなくてもいいような体制というのも、それもやはり事業所が、そういう形で

ヘルパーさんの、困らない形。日々、どれだけヘルパーさんがその現場に行って困らないかなという

ことを、サービス提供責任者は考えていると思うんですよね。指令がはっきりしていない限り、ヘル

パーは困るんですよね。だから、ここに行ってこの時間からこの時間まで何をやって、この時間から

この時間まで何をやってっていうことが、指令がはっきりしているということと、それをちゃんと利

用者さんに知らしめていくということで。それで、やっていくと、そのわがままかなあと思われるよ

うな内容のことを防いでくれる。

だから、先ほどおっしゃったように、２つの問題があって、事業所がもうけ過ぎてるというのもも

ちろんあると思います、私。それが、どこまでを出せるか。その待機時間にお金を出せるのか、出せ

ないのか。それをどういう形で、じゃあつないであげるのか。ヘルパーさんがやっぱり、働きやすい

職場、働いていて嫌にならない職場っていうのを事業所の側がいつも、こう模索したり考えたり、も

しくは、その話を聞いたり、そういったことがその今いるヘルパーさんたち、せめて今いるヘルパー

さんたちが出ていかない。新しく入った人たちが、そこでまた、一緒の仲間として働いていける。な

んか、その精神論みたいなのって嫌なんですけど。

具体的に言うとその時給、待機時間の時給はどうするかとか、給料をどういう形で、必ずつくらせ

てあげるかということと、２つ目が利用者さんとの関係については、事業所がきちんとした整備をす

ることによって、利用者さんとのおかしな関係にはなっていかないと。その２つだと思います。

西田（良）委員：いくつかありまして、１つやっぱり持病、通所施設の、事業の利益率と、ヘルパーステー

ションの利益率っていうのは、ここ TKC の会計士さんから聞いた話だと、通所施設はやっぱり、20

パーセントとか、多いところだともっと利益が出るんですって。ですけど、ヘルパーステーションは、

よくて 10 パーセント、だっていうふうに言われていて、通所のもう半分というところでは本当に厳

しいっていうのがそうだと思います。今、重度の通所施設の加算とか入れてなくて、国の単価レベル

でそうなので。元々の人の回しかたがさっき小川さんが言ったみたいに、主婦とか、非常勤のパート

で回していくっていう、登録で回していくのが在宅のヘルパーのビジネスモデルだったから、国のモ

デルだから、こうなるんでしょうねっていう話が１つ。
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それから、ただ処遇改善に関しては、事業所が儲かるということではなくて、必ずヘルパー、働い

てて直接介護にした人にしか払っちゃいけないというふうになってるので、どんなに面倒くさい計算

をしてでも事務方がもらうわけではなく、経営がもらうわけではなく、処遇改善は均等にヘルパーに

確実にいくので。うちなんかも３回目の、処遇改善の時には本当に何十万というお金が、１人あたり

出ていくので、それは事業所いろいろあるかもしれませんけども、そういう問題があります。

それから、いろんなことがありますけど、一番問題なのは事業所さん自体も、別に 24 時間やれっ

て話ではないですけど。やっぱり、相談から計画立てていろいろ言っても、やっぱり先ほど言った時

間帯で働いてくれる人たちが本当にいないんですね。通所施設があります。通所施設が終わったあと

は、たとえば入所施設に全員が行っちゃいます。そしたら途切れがないので、介護は切れることがな

いじゃないですか。でも、通所施設が終わったらすぐグループホームに行って、そのグループホーム

で全部介護をするっていうんだったら、ヘルパーはいらないんですよね。だけど、これだけ在宅、み

んなが入所施設、グループホームに入りたいわけじゃなくて、在宅でも暮らしたい人に関しては、ど

うしたってヘルパーが必要で。ヘルパーがなんで行かないのかというと、通所施設だったら月から金

で、９時から５時で、週末は休みで祝日も休みで、放課後もあると。

だけどヘルパーだと、その、不規則で、休みも違ってっていって、いろんな時間に働かなきゃいけ

なくてっていうと、もうそれだけで来なくなる。うちも事業所いろいろやってますけど、やっぱり１

回通所施設に入っちゃうと、なかなかヘルパーには戻ってきてくれないっていうような、働き方の問

題もあるから。普通は事業所の問題じゃなく、地域の問題として、じゃあ、たとえば通所施設にいつ

もいる人が、ちょっと土曜日の４時間だけ移動支援に回ってみてほしいとか。なんか、そうやってち

ょっとずつ、一人一人が障がいのある人たちの在宅を支えるっていうふうに、考えてもらえると、本

当はいいのかなって相談的には思うんですけれども。そんな経営の問題だったり、働き方の問題だっ

たり、いろんな問題があって結構、難しいよっていうことと。そうは言っても 10 パーセントと 20

パーセントの差があるんだったら、ある程度、お金で解決できるところもあるかもしれないような気

もしました。はい。

谷岡委員：ケアラビットの谷岡です。先ほど、小川さんがおっしゃられました移動。A から B に行く、B

から C に行く、C から D に行くところの移動のところは、これは、事業所としてお支払いをしなけ

ればならないと労働基準法で決められていますので。

小川（圭）委員：会社を行き来するかどうかで、通勤になるか移動になるか別になるのね。

谷岡委員：いえ、そうではなくって。A という利用者、B という、１日のうちに ABCD というふうな利用

者を、こう動いていくときに、その移動日ごとっていうのが、お支払いしなければならないという原

則があります。労働基準法で決められているので、どの事業所もそれをお支払いしていると思います。

それを払っていないということは違法になります。

小川（圭）委員：会社に戻ったら。

谷岡委員：いや、戻る戻らない関係ないです。お支払いはしてますので。

小川（圭）委員：払ってるんならいいんだけど、労基法では会社に戻ったら通勤になるから出ない。

谷岡委員：そういうことで、登録ヘルパーさんについては、移動費として移動手当はお支払いをしています。

あとですね、ヘルパーという仕事はですね、お料理をつくってみたり、お洗濯したり、掃除をした

り、それで医療行為もありますし、その人の、メンタル的な部分も、相談ごとも乗ったりと、ありと

あらゆることを、引き出しを持ってなければできないような仕事なんですね。

家族の一員のような形を持って仕事をしてまいりますので、かなりいろいろな、情報を持っていた

り、あるいは介護スキルがなければできないお話なんですけれども。特に、ケアマネージャー、高齢
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者のほうの、ところですと、ケアマネージャーがですね、やはり先ほど、小川委員がおっしゃったよ

うに、サービス計画の中で、この家族とこの利用者とに何が必要なんだということをかなり精査して

まいりまして、それをサービス計画の中で落とし込み、それで必要な部分だけは提供するけれども、

家族でできることは、家族にお任せしますということで。１つの介護をするにも、隣のスーパーがあ

って、その本人がずっと車に乗って、ダイエーのショッパーズまで行かなければならないというよう

なときは、それを家族がなさいということで、近くのスーパーで日常的な買い物はできるでしょ。一

緒に参りましょうというようなサービス計画が練られます。

ですから、ヘルパーさんにそんな遠くまで自転車で行って、買い物をさせるっていうことは、スト

ップさせるというふうに、かなり、最近のサービス計画については、利用者の不満もありますでしょ

うけれどもくさびを打っていくというのが現状なんですね。

それから見ると、障がいのほうは、これからサービス計画を練っていくということになりますので。

これからの、いろいろのある課題は、これから解決していくんだろうとは思うんですけれども。それ

にしましても、ヘルパーさんは一主婦。障がいのほうは別でしょうけれど。一主婦が自分の空いてる

時間だけをサービスとして働いて、おこづかい程度でいただくっていうのが、圧倒的多いもんですか

ら。それなりの責任っていうものが、ちょっと希薄で、仕事としてのヘルパーという仕事をしている

ようには、ちょっと見えない人も結構多いので、そこの辺は離職率につながっているのかな。普通の、

お勤めをする場合は、自分の人生をかけて仕事をしていくっていうような、心意気のある人が結構い

るでしょうが、そういう方は少ないというところがあります。ですからコストの問題、事業所が儲か

っていないと思います。

それと、やはり、いろいろな仕事がありすぎるということと、サービス計画で、そこらへんは家族

との分担、本人とのできるところの能力をいかしていただくような形に変えていかないと。何もかも

してあげましょうっていうような、絵に描いたような餅みたいなことはできないという現実があるか

と思います。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：佐藤さん、議題６が終わって、時間あったら、佐藤さんにマイク回しますから、ちょっとだけ

すいません、議題６をさせて下さい。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。この部会での福祉計画について皆さんから意見を聞きたいということ

で、今日は、計画策定委員会の当日と同じ資料を、皆さんに情報提供ということで配布させていただ

いてます。１つ、議題の６資料、グループホームの下の図からご覧下さい。計画の概要ですが、障が

い者福祉計画の位置付けとしましては、一番上に市の総合計画、市の全体の計画があります。その下

に、福祉全体の、浦安市地域福祉計画。その、さらに下に、各分野別の計画ということで、その１つ

が障がい福祉計画になっています。

ページ１枚めくっていただきまして、構成ですけれども、２つに分かれております。１つが障がい

者計画。障害者基本法にもとづいて、障がい者の施策の方向性を決めるものです。２つ目が障がい福

祉計画。こちらは、障害者総合支援法にもとづいて、サービスの見込み量と確保策をやっているもの

です。

また、次のページですが。計画期間につきましては、平成 27 年４月１日から 33 年３月 31 日まで

の６年間の基本計画になっていますが、今回はそのうちの前期、27 年から 30 年までの３年間の計画

をつくっていただきます。スケジュールですが、25 年にアンケートがすでに終わっています。福祉

計画策定委員会は、年６回の予定です。でも、数が少ないので、専門的な分野については、各部会で

議論していただこうという計画をこの中にも盛り込んでおります。そのほか当事者団体とのヒアリン

グも予定しております。
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ページ１枚めくっていただきまして。国の障害者基本計画の基本理念なんですが。こちらが、すべ

ての国民が、障がいの有無に関わらず、等しく基本的人権を持つかけがいのない個人として、尊重さ

れるという理念にのっとり、すべての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互

に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を、掲げています。

今回の特徴ですけれども、下の図の丸、上から３つ目の丸ですが。新設された分野が４つありまし

て、１つ目が、安全安心。２つ目が、差別の解消および権利擁護の推進。３つ目が、障がいを理由と

する差別の解消の推進、障がい者虐待の防止等。４つ目が、行政サービス等における配慮。この４つ

が新設されております。

次のページですが。基本、計画をつくる際の基本指針なんですが、これは、当然のことなんですが、

PDCA サイクルということで、浦安でもすでにこの形で計画はつくられています。

それから、その下の、個別施策のところ、二重丸の上から３つ目に、先ほどリーダーが言ってまし

た、地域生活支援拠点等の整備というのが新たに加わりました。

ページ１枚めくっていただきまして、上の図が浦安の施策です。下の図が国の施策。新たに盛り込

まれたものがありますので、この柱が違ってきています。ここ大きく変えて今回はつくる必要があり

ます。

次のページですが。また、アンケートを終了してますが、これを計画に反映させる必要があります。

当事者アンケートを、今日冊子を配りしてますが、約 5000 人を対象に行いました。事業者アンケー

トも今日、ペーパーで皆さんに概要報告をお配りしていますが 90 事業所を対象に行いました。それ

から基本的なデータとして手帳所持者の数になります。平成 26 年４月１日現在が、身体障がい者が

2837 で、療育手帳が 660、精神障害者保健福祉手帳が 617、合わせて 4114 人の方が手帳をお持ちで、

浦安市の人口の 2.5 パーセントにあたります。

１枚めくっていただきまして、年齢別の公表です。先ほどの手帳が重複していますので、ちょっと

統計としては見づらいものですから、こちらで数字等を見て下さい。毎年１月現在のもので統計を取

っています。これは 26 年１月です。身体障がい者、一番多い年齢が、70 歳から 79 歳。療育手帳は、

10 歳から 19 歳。精神障がいの方は、40 歳から 49 歳の方が多くなっています。人口割合のパーセン

テージの率を見ていただきますと、60 歳までは、おおむね１パーセント前後で推移してますが、60

歳から 3.7 パー、73 パーセント。70 歳代が、7.94。80 歳代が 13.38。90 歳が 15.84。100 歳が 16.67

と、年齢が増えるにしたがって手帳を持っている方の人口割合は増えています。これを、その下の図

のグラフでご覧いただきますと、手帳を持ちの方全体の約半数が、60 歳以上の身体障がいの方とい

うのが確認できると思います。

それから、次のページは、この毎年１月の年齢３区分、手帳別の状況を６年間、今の計画の期間の

６年間をまとめたものになります。ここには書いてませんが、６年間の増えた人数ですけれども、身

体障がいの方が 418 人増えて一番多く増えています。次が精神で 317 人の増加。次が療育手帳で、

145 人の増加。手帳所持者の数は、６年間で 816 人増えています。この中で、精神障がいの方の 317

人なんですけれども、21 年の１月が、313 人から、26 年１月が 630 人ということで、200 パーセン

ト増えているという特徴があります。

最後のページが、えーと、今回から対象となる難病者の状況です。それは、浦安市の難病者の難病

疾患者見舞金制度登録者数から出していますが、26 年３月難病者登録者が、954 人。そのうち、224

人が障がい者手帳を持っていて、23.48 パーセントの割合。年齢別では、０から 17 歳が 180 人。18

から 64 歳が 508 人。65 歳以上が 266 人と、年齢に、区分に関係なく、定数の人数がいるというの

が確認できます。難病者も合わせまして、この 5000 人に対しまして、アンケートのほうは実施して
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います。アンケートのほうもあとでご覧になっていただきたいんですが、充実を求められている施策

は、身体障がいの方が、求めているものが、そのまま数字に反映されてまして、１番が、保健医療サ

ービスの充実。２番目が、生活安定への支援。３つ目が移動、交通手段の整備ということで、年齢的

にも 65 歳以上の方が、求めているで、ざっとイコールになりますので、やはり高齢者計画等のほか

の計画との連携も必要になっていきます。

次の資料が、事業者アンケートの、概要報告ですが。この中の３ページですけれども、浦安での事

業展開についてお聞きしてまして、市が足りないと言っているグループホーム・ケアホーム、14 番

目で聞いていますが、側面的な支援があれば参入を考える事業者が８件と、この 24 のサービスの中

で最も多い数字というようになっております。

それから、５ページには、事業所の方が、円滑な事業運営を進めていく上で困難と感じていること。

今、あの、話し合ってきましたが、人材の確保が 65 で最も多く、続いて職員の資質向上となってい

ます。すみません。事業所アンケートの結果は、策定委員の皆さんには、５月 12 日の策定委員会に

お配りしたものと同じ資料で、同じような内容、今、ご説明させていただきましたので、後ほどご確

認下さい。

それから、最後の資料が国の 26 年３月７日段階の資料からの抜粋です。地域生活支援拠点の整備

についてです。昨年度、この部会でもいろいろ検討していきましたが、国のほうでも、25 年 10 月に

障害者の地域生活の推進に関する検討会というのが開かれていまして、地域における居住支援に求め

られる事項として５つ示されています。148 ページと書いた資料の、真ん中辺の黒ポチのところです。

１つ目が、親元からの自立と、地域移行等の相談。２つ目が、１人暮らし、グループホームなどの

体験機会。３つ目が、ショートステイの利便性を図り、緊急時の受け入れの対応をしてほしいと。４

つ目が、人材の確保、養成、連携とした専門性。５つ目が、地域の体制づくり。この５つの機能が、

地域に求められています。これを、今回つくる新しい計画の中で、各市町村に、少なくとも１つ整備

することを目標に設定しなさいということが国から示されました。

その次の資料が、イメージ図になりますので、後ほどご確認いただければと思いますが、国からは、

この地域生活支援拠点、いろいろな方法を検討しなさいということが示されています。

この部会の中で、昨年度、たくさんご意見いただきまして、まずは、小規模の４、５人の家庭的な

雰囲気のある施設が、地域にたくさんできるといいというご意見が一番多かったので、今年度の新規

事業で、補助金を創設させていただいたところです。ただ、それだけではなくて、バックアップする

役割の中核的な多機能のグループホームも必要だといった意見も実際に出てきておりましたので、去

年の意見と、それから、国に示されたこちらの機能と、どういった形で、次回の計画に盛り込めばい

いかということを、次回以降、この部会の皆さんにもご意見いただきながら反映したいと思っており

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：事務局から何か、連絡事項ございますか。

事務局：会議の開催時間についてのアンケート本日を出せる方は、デスク上にそのまま置いていっていただ

いてかまいません。後日ということであれば、メール、ファックスでお願いいたします。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：それでは、今日は盛りだくさんで、時間ぴったりでございますが、終わります。ありがとうご

ざいました。



平成 26 年５月 19 日（月）

午後２時～

文化会館 中会議室

浦安市自立支援協議会地域生活支援部会（平成 26 年度第１回）

１．開会

２．議題

（１）平成 26 年度地域生活支援部会について

（２）平成 25 年度就労支援センター実績報告

（３）平成 26 年度浦安市新規事業について

（４）グループホーム等の整備について

（５）人材不足（ヘルパー）と処遇の改善について

（６）障がい者福祉計画の策定について

３．閉会
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議題１資料

浦安市自立支援協議会及び部会の組織と運用について

１．組織

自立支援協議会は、市長より委嘱を受けた委員で構成する。

自立支援協議会は、協議事項を円滑に処理するため、また、当事者からの意見を徴収する

ため、５つの部会を置く。

自立支援協議会委員は、いずれかの部会に所属し、部会のリーダー、サブリーダー等を務

める。

２．合同部会

部会間の情報交換を行い、連携を図るため、合同部会を開催する。

合同部会では、活動報告及び基幹相談支援センター等の活動報告をおこなう。

３．障がい者福祉計画策定委員会

次期（平成 27 年度～29 年度）の障がい者福祉計画を策定するため、自立支援協議会に「浦

安市障がい者計画策定委員会」を設置する。

４．開催回数

自立支援協議会 年６回

部会 年４回程度

合同部会 年２回

福祉計画策定委員会 年６回

５．報酬等

自立支援協議会 １回あたり 会長 9,500 円 委員 9,000 円（報酬）

障がい者福祉計画策定委員会 １回あたり 委員長 9,500 円 委員 9,000 円（報償）

部会 １回あたり 5,000 円（報償）

＊ただし、指定管理者・委託事業者・社会福祉法人に所属する委員は報酬等なし

合同部会及び部会で任意に開催する作業部会 報酬等なし

介助者及び意見徴収のために参加する者 報酬等なし

自立支援協議会

権利擁護

部会

こども

部会

相談支援

部会

地域生活支援

部会

本人

部会
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６．代理出席

自立支援協議会及び障がい者福祉計画策定委員会は、代理の方が出席することはできない。

部会は、事前に事務局に申請することにより、委員が所属する団体等の会員又は職員が代

理人として出席することができる。

７．会議と議事録の公開

協議会及び部会の会議と議事録は原則公開とし、議事録には委員の氏名を掲載する。

ただし，個人情報等に関する事項を審議するときは，会議の全部又は一部を公開しない。

また、代理人については、代理人が希望した場合のみ、「団体名 委員代理」と表記し、匿

名扱いとする。

なお、本人部会については、委員自身の障がいや経験についての意見が中心となるため、

非公開とする。

８．事務局

浦安市健康福祉部障がい事業課及び基幹相談支援センター

９．開催スケジュール

４

月

５

月

６

月

７

月

８

月

９

月

10

月

11

月

12

月

１

月

２

月

３

月

自立支援協議会（年６回） ○ ○ ○ ○ ○ ○

部

会

権利擁護部会（年４回） ○ ○ ○ ○

こども部会（年４回） ○ ○ ○ ○

相談支援部会（年４回） ○ ○ ○ ○

地域生活支援部会（年４回） ○ ○ ○ ○

本人部会（年３回） ○ ○ ○

合同部会（年２回） ○ ○

福祉計画策定委員会（年６回） ○ ○ ○ ○ ○ ○
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１０．平成 26 年度地域生活支援部会の議題

主な課題 平成 26 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の、行動援護

従事者、医療的ケア従事者の不足）

上記の課題に共通する事項
平成 27 年度～29 年度障がい者福祉計画の策定につ

いて

※共通課題として「個別の相談事例から見えてくる問題点の洗い出し及び検討」を含む。

日程 議題

第 1回

（１）平成 26 年度地域生活支援部会について

（２）平成 25 年度就労支援センター実績報告

（３）平成 26 年度浦安市新規事業について

（４）グループホーム等の整備について

（５）人材不足（ヘルパー）と処遇の改善について

（６）障がい者福祉計画の策定について

第２回
（１）障がい者福祉計画の策定について

（２）人材不足と処遇の改善について ※個別事例

第３回
（１）障がい者福祉計画の策定について

（２）人材不足と処遇の改善について ※個別事例

第４回

（１）障がい者福祉計画の策定について

（２）人材不足と処遇の改善について

（３）平成 27 年度・28 年度地域生活支援部会の方向性について



議題２資料

1

平成２５年度就労支援センター実績報告

１．業務内容

業 務 項 目 件数

1．就労相談 ２３３

2．生活技能訓練
作業 ８，２５３

ＰＣ ９８３

3．ジョブコーチ支援 ２４１

4．職場実習 ２１

5．就職活動支援 ６８０

6．職場開拓 ２２

7．職場定着支援 １，３５０

8．離職者支援 ４２

9．情報提供 ６４２

10．就労支援ネットワーク １６６

合 計 １２，６３３

＊電話相談等を含む

２．業務件数 （生活技能訓練及びジョブコーチを除く）

内 訳 来所 電話 訪問 合計

件 数 １，２４６ １，５１４ 396 ３，１５６
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2

３．登録者数 ＊重複あり

年度 合計 知的 身体 精神 手帳なし

２５年度合計 ３０ １３ ７ １５ ０

累 計（平成２０年４月以降） ２６１ １１５ ６６ ７５ １４

（手帳なしは申請中、検討中を含む）

性別登録者数

性別 人数 ％

男性 １７２ ６６．０

女性 ８９ ３４．０

計 ２６１

障がい別登録者数 ＊重複あり。手帳なしの方を除く。

障がい種別 人数 ％

知的 １１５ ４５．６

身体 ６６ ２４．８

精神 ７５ ２９．６

他 ０ ０

計 ２５４

４．新規就職者、離職者 ＊重複あり

合計 知的 身体 精神 手帳なし

２５年度合計
就職者 ２８ １６ ８ ６ ０

離職者 １２ ６ ２ ５ ０

累計

（平成20年4月以降）

就職者 １０７ ６７ ２３ １９ ０

離職者 ３３ １９ ５ １０ ０



議題２資料

3

５．浦安市就労支援ネットワーク会議

①平成２５年８月２９日（木）１４：００～１６：００ 消防本部 ２１名出席

②平成２６年２月２０日（木）１４：００～１６：００ 健康センター １８名出席

６．職員数 （Ｈ２６年３月末現在）

内訳 常勤職員 非常勤職員 合計

管理者（サービス管理責任者） １ ０ １

相談員 ２ ０ ２

職業指導員（第1号ＪＯＢコーチ資格者1名） ２ ２ ４

事務 ２ ０ ２

合 計 ７ ２ ９



議題３資料

1

平成 26 年度浦安市新規事業について

（１）グループホーム整備事業補助金

[事業概要]

障がい者の地域における生活の支援を図るため、グループホームの施設整備に要する経費

の一部について、予算の範囲内において、補助金を交付する。

[補助対象事業者]

共同生活援助（グループホーム）事業者の指定を受け、又は受けようとする事業者であっ

て、本市において新たに事業所を設置しようとする運営事業者。

[補助額]

区分 補助対象経費 補助限度額

建物の所有権

による設置

１ 定員を４人以上とするグループホームの新設又

は４人以上の定員増加を目的とした既存施設の整備

に当たり、グループホームの入居者が居住するために

必要な工事に要する経費

２ 定員を４人以上とするグループホームの新設に

当たり、グループホームの入居者が居住するために必

要な建物を売買により取得する経費

10,000,000 円

建物の賃借権

による設置

１ 定員を４人以上とするグループホームの新設又

は４人以上の定員増加を目的とした既存施設の整備

に当たり、グループホームの入居者が居住するために

必要な工事に要する経費

２ ４人以上の定員を確保するための建物の賃貸借

契約に基づき支払う敷金、礼金及び仲介手数料

4,630,000 円

（２）旧第３教職員住宅跡地活用グループホーム整備事業

[事業概要]

グループホームの整備推進の一環として、旧第三教職員住宅をグループホーム及び一時預

かり事業の複合施設として活用することとし、公募によりグループホームを運営する事業所

の募集を行う。市と運営事業者の役割分担について、市では躯体改修及びスプリンクラー設

置工事等を行い、運営事業者には内装等の工事を行っていただき、平成 27 年 10 月までの

開所を目指す。

（３）重度障がい者等支援事業所運営費補助金

[事業概要]

通所施設等を利用する重度障がい者の福祉の増進を図るため、重度障がい者を支援する通

所施設等を運営する運営事業者に対し、その運営に要する経費の一部について、予算の範囲

内において、補助金を交付する。

[補助対象重度障がい者の条件]

障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令（平成 26 年

厚生労働省令第５号。以下「基準等省令」という。）第１条第５項から第７項に定める状態
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にあるものとして法第 21 条第１項の規定による認定を受け、次に掲げるいずれかの者

ア 法第５条第３項に規定する重度訪問介護又は法第５条第５項に規定する行動援護につ

いて、法第19条第１項の規定による支給決定を受けている者

イ 基準等省令別表第１の１群「起居動作」の項目の欄、「両足での立位保持」、「歩行」及

び「立ち上がり」並びに「移乗」及び「移動」の項目のうち、点数の欄の障がいの状態

がいずれも「全面的な支援が必要」に該当すると認定された者

ウ 基準等省令別表第１の７群「行動上の障害（Ａ群）」及び８群「行動上の障害（Ｂ群）」

並びに９群「行動上の障害（Ｃ群）」の中の点数の欄の障がいの状態について、その点数

の合計が40点以上の者

エ 基準等省令別表第１の10群「特別な医療」の中の点数の欄の障がいの状態について、

「ある」が１つ以上ある者

[補助対象事業者]

次のいずれにも該当する運営事業者とする。

(1) 重度障がい者を支援する者であること。

(2) 通所施設等の人員、設備及び運営に関し、市長が別に定める基準の条件を満たす者で

あること。

生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う運営事業者にあっては、次のい

ずれにも該当する者とする。

(1) １日当たり６時間以上のサービスを提供する者であること。

(2) 通所施設等の利用定員が20人以下である者であること。

[補助額]

生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援については、利用者と運営事業者と

の１か月あたりの契約日数を基準とする。但し、当該利用者のサービスの利用がその契約日

数の１／２以下である場合には、当該月については、当該利用者がサービスを利用した日を

基準とする。また、短期入所又は共同生活援助については、利用者がサービスを利用した日

を基準とする。

区分 障害支援区分 補助基準額

建物の所有権又は賃貸借

権による設置

障害支援区分４ 1日当たり5,100円

障害支援区分５ 1日当たり5,800円

障害支援区分６ 1日当たり6,500円

上記以外による設置 障害支援区分４ 1日当たり4,100円

障害支援区分５ 1日当たり4,800円

障害支援区分６ 1日当たり5,500円

（４）青少年サポート事業

[事業概要]

発達障がいの小中学生、高校生を中心とした放課後、土曜日等の学習支援、生活スキルの

練習（ＳＳＴ）等の療育支援を中心に、相談支援、交流事業、地域支援等を行う。平成 26

年 10 月開始予定。
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平成 26 年 5 月吉日

浦 安 市 長 松崎 秀樹 殿

浦安市自立支援協議会長 下田 直樹 殿

浦安市自立支援協議会地域生活支援部会

リーダー 西田 俊光

「地域生活支援拠点（グループホームを含む）」整備のお願い

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

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

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

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

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

ご参照ください。】

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

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

機能型中核施設（グループホームを含む）についての意見のまとめ」の通りです。

日程 議 題

第 1 回

5 月 30 日

（１） 平成 25 年度地域生活支援部会について

（２） 平成 24 年度事業者支援・制度プロジェクトの活動報告

（３） 平成 24 年度就労支援プロジェクトの活動報告

（４） 平成 24 年度就労支援センターの実績報告

（５） 課題についての事例検討（個人情報を取り扱うため非公開）

第 2 回

8 月 27 日

（１） 第 1 回地域生活支援部会での課題整理

・グループホームに関する課題

（２） 個別事例検討（個人情報を取り扱うため非公開）

第 3 回

10 月 29 日

（１） 第 2 回地域生活支援部会での課題整理

・グループホームに関する課題

（２） 今後取り扱う課題について

第 4 回

1 月 21 日

（１） 地域課題の整理

①住まいに関する課題の整理

②今後取り扱う課題について

（２） 平成 26 年度地域生活支援部会の方向性
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それぞれの意見を参考にし、当部会としては小さなグループホームづくりは各事業所が現在の

制度

①グループホーム整備事業補助金

②グループホーム家賃補助金

③障がい者グループホーム運営補助金

などを活用し、地域に根ざしたグループホームを増やしていきます。

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

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

（案）」をご参照ください。】是非、ご検討の程、宜しくお願い申し上げます。



資料① 平成 25 年６月障害福祉サービス利用者の統計（18 歳以上）

（１）年代別、障害程度別サービス利用者

年齢 なし 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６ 計

18、19 歳 11 2 4 1 5 5 1 29

20～29 歳 54 2 10 26 16 15 9 132

30～39 歳 33 3 14 7 6 8 8 79

40～49 歳 34 6 18 17 15 12 5 107

50～59 歳 18 6 14 7 6 4 4 59

60～64 歳 12 1 9 8 2 2 7 41

65 歳以上 12 5 7 9 10 14 14 71

計 174 25 76 75 60 60 48 518

※なしは、就労移行支援、就労継続支援、自立訓練、グループホーム利用者。

（２）全サービス利用者

利用者 518 人

平均年齢 43.1 歳

平均障害程度 区分 2.4

手帳別割合 身体障害者手帳 36.9％

療育手帳 47.9％

精神障害者保健福祉手帳 20.7％

（３）グループホーム、ケアホーム

利用者 47 人

平均年齢 40.4 歳

平均障害程度 区分 1.8

手帳別割合 身体障害者手帳 6.4％

療育手帳 59.6％

精神障害者保健福祉手帳 40.4％

（４）施設入所支援

利用者 59 人

平均年齢 48.4 歳

平均障害程度 区分 4.7

手帳別割合 身体障害者手帳 33.9％

療育手帳 78.0％

精神障害者保健福祉手帳 1.7％



平成24年４月

浦安市 市川市 船橋市 松戸市 習志野市 柏市 鎌ヶ谷市 千葉県

人口（人） 162,679 470,952 614,383 488,339 163,738 401,927 110,003 6,258,078

高齢化率 12.8% 17.7% 20.2% 20.8% 19.9% 20.6% 22.2% 21.7%

身体障害者手帳（人） 2,685 11,018 15,283 12,214 4,098 9,550 2,978 175,197

療育手帳（人） 598 2,243 2,759 2,333 853 2,046 514 32,726

精神障害者保健福祉手帳（人） 474 2,268 2,520 2,122 676 1,724 428 26,087

手帳所持者計（人） 3,757 15,529 20,562 16,669 5,627 13,320 3,920 234,010

手帳所持者率 2.3% 3.3% 3.3% 3.4% 3.4% 3.3% 3.6% 3.7%

【居住系サービス】

施設 1 9 8 6 6 9 1 202

定員 22 112 204 51 51 101 4 2,758

施設 2 4 6 7 55

定員 7 17 25 24 219

施設 1 4 2 2 1 86

定員 80 303 82 126 70 4,801

施設 1 12 16 14 6 18 2 343

定員 22 199 524 158 51 251 74 7,778

定員に対する手帳所持者数 170.8 78.0 39.2 105.5 110.3 53.1 53.0 30.1

グループホーム
・ケアホーム

生活ホーム

入所施設

計

資料① 県内近隣市の状況



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



地域の拠点となる多機能型
グループホーム（案）

精神病院

アパート
一人暮らし

グループホーム

地域住民

自宅

ひとり暮らし

24時間暮らし安心機能

☆安心コールセンターの役割

☆クリニック

☆支援スタッフのＯＪＴ

グループホーム 〇〇人

◆自立支援型

※一般住居 〇〇世帯

◆行動援護・重度心身障がい者等へ
の専門的ケアステイ

◆体験利用

・在宅、ＧＨ、一人暮らし

どこに暮らしていても

緊急ヘルプサービスが利用
できる
・在宅からのグループホームへの移行を
支援
・入所施設からのグループホームへの
移行を支援

・グループホームから一人暮らしへの
移行を支援

①緊急コール対応 ②緊急時支援

☆訪問看護

☆総合的相談機能

☆サロン機能☆レストラン

資料③

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５資料

1

人材不足（ヘルパー）と処遇の改善について

（１）在宅を支えるヘルパーの不足

○平成２５年度地域生活支援部会の事例検討の課題から

・自閉症及び知的障がいを持つ成人の方のケースでは、ひとり一人状況は違うが、不穏時における自

傷・他害行為、器物破損、家族への暴力行為等や突発的なパニックが発生することがあり、自閉症の

特徴を理解し、対応できるヘルパーを日中活動の後や休日など、母親だけになってしまう時間帯に導

入する必要があるが、サービスを提供している事業所もヘルパーの数も不足しており、必要な支援量

を埋めることには至っていない。

家族は不安と限界を感じているが、入所施設への希望はなく、自宅での暮らし、もしくは、浦安

市内のグループホームを希望している。

・重度心身障がい者の方が自立生活をする場合や、医療的なケア（喀痰吸引や胃婁など）が必要な方

で、入所施設ではなく、住み慣れた自宅での生活を続けたい。安心して毎日を送りたい、と希望され

ているが、「夜間のケアはできない」「早朝や深夜はスタッフがいない・営業していない」「医療的ケ

アがあるから怖い」「不随意運動があるため常時の見守りが必要なケアが大変」などの理由で、ヘル

パー事業所から断られることもあり、これまで幾度となくヘルパーの不足による在宅生活の危機があ

りそれは現在も続いている。

・知的障がいがある方の主たる介護者が亡くなってしまい、例えば、高齢の父親とご本人が残された

場合は、今まで母親が担ってきた介護や介助を含めた生活支援（家事支援や健康管理、突発的なアク

シデント対応等）は必要不可欠となる。生活支援は、単なる家事ではなく、健康の維持や生活習慣の

確立でもあり、生きていく中で重要な支援であるが、平日の夕方から就寝までの時間、休日の余暇を

含めた支援のための土日祝日に稼働してくれるヘルパーが不足している。

高齢の親は、ご自身の心身の限界も感じているが、それよりも、自宅でこどもが健康的な生活を送
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ってくれることのために何とかヘルパーを入れてほしいと強く願っている。

○これらのケース以外にも、70 歳、80 歳代の親が身体介護をしている現状があり、「もし、自分が介

護ができなくなったら」「いつまで介護できるのだろう…」と不安な毎日を過ごす親、同時に、同じ

不安を抱えながらいるご本人が市内には少なからずいる。

その方たちの希望は、家族が平日の夕方から夜にかけて介護してくれるヘルパー、そして、週末、

通所施設が閉じている時間帯の介護や外出をしてくれるヘルパーを切望しているが、それらの時間帯

のヘルパーの確保が難しい。

（２）課題のまとめ

○必要なサービスの支給量は支給決定されているが、ヘルパーが不足している。

○どのようなヘルパーがいれば課題は解決するか？

・自閉症の特徴を理解し、支援スキルが高いヘルパー

・医療的なケアを提供できるヘルパー

・早朝、深夜、泊りで重度の方のケアを担えるヘルパー

・夕方から夜にサービス提供してくれるヘルパー

・土日祝日に稼働してくれるヘルパー

・緊急時に生活支援できるヘルパー

○では、ヘルパー不足を解決するための手段は？
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（３）浦安市障がい福祉に関するアンケート調査結果報告書より（平成 26 年 3 月）

福祉サービスの不満理由（ホームヘルプ）

希望する時間にサービス
が受けられない

27%

事業者のサービスの質
22%支給決定を受けたがサー

ビスが受けられない
16%

支給決定量が少ない

13%

その他

13%

サービスの利用料が高い

9%

不満と回答した人数：16人

福祉サービスの不満理由（行動援護）

希望する時間にサービス

が受けられない

46%

支給決定を受けたがサー
ビスが受けられない

23%

事業者のサービスの
15%

サービスの利用料が高い
8%

支給決定量が少ない

8%

その他
0%

不満と回答した人数：7人

・希望する時間にサービスが受けられない

・支給決定を受けたがサービスが受けられない

６９％

・希望する時間にサービスが受けられない

・支給決定を受けたがサービスが受けられない

４３％



議題５資料

4

福祉サービスの不満理由（同行援護）

事業者のサービスの質

32%

希望する時間にサービス

が受けられない

17%

サービスの利用料が高い

17%

支給決定量が少ない

17%

支給決定を受けたがサー
ビスが受けられない

17%

その他

0%

不満と回答した人数：2人

福祉サービスの不満理由（重度訪問介護）

希望する時間にサービ
スが受けられない

32%

事業者のサービスの質

17%
サービスの利用料が高い

17%

支給決定量が少ない

17%

支給決定を受けたが
サービスが受けられない

17%

その他

0%

不満と回答した人数：2人

・希望する時間にサービスが受けられない

・支給決定を受けたがサービスが受けられない

３４％

・希望する時間にサービスが受けられない

・支給決定を受けたがサービスが受けられない

４９％



議題５資料２

平成 22 年に開催した浦安就職フェアについて

名 称 浦安就職フェア「浦安で働きませんか ～これからの障がい福祉のあるまち～」

目 的 地域課題として挙げた事業所の担い手不足の解消に向け、浦安市で障がい福祉サービス

を展開する各事業所の求人活動をサポートするため、出展希望事業所による浦安版「就職

フェア」を開催し、事業所のスムーズな運営を図り、もってサービス利用者の支援に繋げ

る。

また、同時に障がい当事者のドキュメンタリー映画を上映するとともにトークショーを

開催し、障がいや障がいのある方への理解を深めるための啓発を行う。

開催日時 平成 22年 11 月 9 日（火）11：00～16：00

会 場 浦安ブライトンホテル 2階グレイス

広 報 ・市内大学、高校（明海・了徳寺・順大看護大・浦高・浦安南高）

・全国の介護福祉士養成学校及び社会福祉士養成学校（大学・専門学校）

・関東の主要大学（全 421 校）

・ハローワーク（近隣）

・千葉県社会福祉協議会（福祉人材センター）

・ミニコミ誌（浦安市・市川市・江戸川区）

・広報うらやす（11 月 1 日号）及び市ホームページ

・市内広報（公共施設・各事業所・市内掲示板等）

・市民まつり等のイベントで配布

内 容 11：00～ 事業所説明ブースオープン

13：00～ オープニング・会長及び市長挨拶

13：05～14：30 「もっこす元気な愛」の映画上映（1 時間 25 分）

14：30～15：00 倉田哲也さんのトークショー

16：00～ 事業所説明ブース終了

実 績 ・事業所説明ブース⇒出展事業所 15 事業所・来場者 63人

・映画上映ブース⇒来場者 159 人

・浦安市で 8 人の採用が決定

予 算 障がい者週間記念イベント費用にて充当

⇒全体では 76 万円（部屋レンタル・講師宿泊 23 万 7 千円/映画リース・消耗品・映画関

係者 6 万円）







議題６資料２

平成26年３月７日障害保健福祉関係主管課長会議資料より抜粋



H25.12.26

議題６資料２

平成26年３月７日障害保健福祉関係主管課長会議資料より抜粋



議題６資料２

平成26年３月７日障害保健福祉関係主管課長会議資料より抜粋


