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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 27年１月 19 日（月）10：00～12：00

２．開催場所 文化会館 第１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）、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、西田良枝委員、谷岡智恵委員、竹谷弘美委員、

藤崎広和委員、志賀智子委員代理氏家氏、立花淳一委員、森嶋宏治委員、井手上用子委員、

新宅秀樹委員、橋野まり子委員

４．議題

（１）障がい者福祉計画の策定について

（２）人材不足（ヘルパー）と処遇の改善について

（３）平成 27 年度からの地域生活支援部会について

５．資料

議題１資料 平成 27 年～29 年度浦安市障がい者福祉計画 パブリックコメント用素案抜粋

議題２資料 アンケート結果から見える課題と改善策

議題３資料 平成 27 年度・28年度浦安市自立支援協議会案

６．議事

事務局：ただ今より、平成 26 年度第４回浦安市自立支援協議会、地域生活支援部会を開催いたします。本

日はお忙しい中、ご出席いただきましてありがとうございます。自立支援協議会及び部会は、会議を

公開し、議事録もホームページで公開しております。議事録には発言者の氏名を記載いたしますので、

あらかじめご了承いただきますよう、お願いいたします。特に個人情報に関わる発言等につきまして

は、十分なご配慮をお願いいたします。

また、ご発言の際にお願いがございます。当部会におきましては、視覚障がいのある方が委員として

参加されております。また、会議を円滑に進めるためにも、発言の際は、挙手いただき、リーダーの

「○○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、その後、発言をお願いい

たします。

なお、本日は NPO 法人あいらんどの小川委員、浦安手をつなぐ親の川口委員、ジャパンケア浦安訪

問介護の古田委員、千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ上田委員、リアン西川委員が欠席

となっております。それでは、これからの議事進行につきましては、西田リーダーにお願いしたいと

思います。よろしくお願いいたします。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。では皆様、おはようございます。

一同：おはようございます。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：第４回で最後の回でございます。これで、任期も今回で切れるわけでございます。それでは、

議題に沿って次第のほうを進行していきます。議題１、障がい者福祉計画の策定について。事務局よ

りよろしくお願いいたします。

事務局：障がい事業課清水です。障がい者福祉計画の策定について、簡単に説明させていただきます。計画
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の抜粋自体については、事前にお送りしておりますので、簡単な内容の説明にとどめておきたいと思

いますが、今日のこの会議と、この今後のスケジュールについて、お話しさせていただきたいと思い

ます。

今、１月１日から１月 26 日までのスケジュールで、パブリックコメントを実施しておりまして、市

民の方の意見をおうかがいしております。皆様にお示しした、障がい者福祉計画の抜粋版も、このパ

ブリックコメント版を元にしております。こちらのパブリックコメントで、市民の方の意見をおうか

がいいたしまして、次に２月の 13 日に、第５回の障がい者福祉計画策定委員会を開催いたしまして、

パブリックコメントの結果、それに伴う修正事項などの報告をしてまいりたいと思います。その後３

月に、最後の福祉計画策定委員会を開催いたしますが、それまでに、自立支援協議会の各部会の第４

回が開催されますので、ここでも該当する部分の事項について、委員の皆様の意見をおうかがいし、

最終的に３月に開催する福祉計画策定委員会のほうにあげていきたいと考えております。

それを持ちまして、３月の末日を目安に、平成 27 年度から 29 年度の３か年の福祉計画を策定する

予定でございます。では、地域生活支援部会でご検討いただきます障がい者福祉計画ですが、主に、

住まいのことについて、サービスの提供をするヘルパーのことについてなど、地域生活支援部会に関

連のある部分を抜粋しております。第１編の障がい者計画は、障がい福祉にかかる市の施策を示して

おりまして、前回の第３回の地域生活支援部会でたたき台を示させていただきました。

第２編の障がい福祉計画は、サービスの利用の見込み量と、その確保策を示したものでございまして、

これは、第２回の地域生活支援部会で一部提示させていただきました。今回、障がい福祉計画の追加

事項として、サービスの見込み量、訪問系サービス、日中活動系サービス、地域生活支援事業に関す

るサービスの提供の実績と見込み量、その確保策を抜粋してお示ししております。

また、こちらの見込み量でございますが、これもまた適宜見直しをしてまいります。たとえば、同行

援護というサービスがございますが、現在移動支援を利用していらして視覚障がいのある方は同行援

護のサービスをご利用できる方ですので、その人数を把握いたしまして、それを同行援護のサービス

に持っていくといった数字も、今後、見越した数値で再度積算していきたいと考えております。

このように、現在のサービスの提供状況、あと、サービスを提供する事業者の数も増えてまいります

ので、その数字を加味した上で、最終的な見込み量を示していきたいと考えております。

第１編からですけど、前回にお示ししたものと変わったところについてだけ抜粋してお話しさせてい

ただきます。まずページで言いますと３ページになりますけれど、在宅福祉サービスの充実。こちら

の現状と課題につきまして、ヘルパーの不足について地域生活支援部会で話し合われているところで

すので追加して強調させていただきました。

具体的に申し上げますと、５行目に「福祉サービスの担い手の確保として資質の向上が欠かせません」

という文言の次に「サービスの担い手であるヘルパーは、特に夜間や休日等に不足しているのが現状

です」という一文を付け加えさせていただきます。この特に夜間や休日にヘルパーが不足していると

いう課題は、今、この地域生活支援部会で話し合われている内容ですので、現状と課題で強調させて

いただきました。

また、同じページの取り組みの方向性、③支援の人材の確保の欄に「医療的ケアを行うヘルパーの

育成について検討します」という項目を追加いたしました。また、７ページになりますが、日中活動

支援の場の充実の主な事業であります、身体者障がい者福祉センター事業に「痰の吸引、経管栄養等

医療的ケアを提供します」という実情を掲載いたしました。

また、８ページ、住まいの場の充実になりますが、取り組みの方向性の中の、グループホームの拡充

の中で追記させていただきました事項、下から３行目からになりますが「既存の補助事業では対応し
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きれていない重度の方、行動援護を必要とする方、医療的なケアの必要な方の住まいについて、また、

障がいの特性に配慮したグループホームのあり方について、自立支援協議会を中心に検討します」と

記載しております。ここの、自立支援協議会を中心の部分は、特にこの地域生活支援部会が深く関わ

ってくるかと思います。

主な追加した事項は以上です。皆様からのご意見をたくさんいただきたいので、事務局からの説明

は、このような簡素なものにさせていただきたいと思いますが、まだ、第５回、第６回の福祉計画策

定委員会が控えておりますので、この場で、ぜひ地域生活支援部会として、今度の福祉計画にご意見

を寄せていただきたいと思います。よろしくお願いします。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。それでは、事前に皆様のほうには資料をお届けしていると思いますが、何かここで、特

にご意見のある方承りたいと思いますが、いかがでございますか。はい。竹谷委員。よろしくお願い

します。

竹谷委員：はい。一時ケアセンター竹谷と申します。３ページですけれども、在宅福祉サービスの充実とい

うところで、障がい者等一時ケアセンターの説明が２行ほど入っております。その中で、短期入所、

日中一時支援事業を行うとともに、ここの部分は制度移行しましたので、これでいいんですけれども、

介護者の疾病等による緊急預かり。これは市のサービスで、ぜひここに、一時ケアセンターの一番い

いところでもあります「24 時間 365 日行い」ということを加えていただいたほうが、利用者の方には

伝わりやすいかなと思いますので、ぜひ追記のほうお願いしたいと思います。

合わせて、５ページのほうにも一時ケアセンターの事業が載っておりますけれども、ここの部分にも、

もし、緊急預かりを行います、のあとに「24 時間 365 日」ということを入れていただいたらいいかと

思います。お願いいたします。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。そのほかご意見ある方。質問でもいいですけど、いかがですか。うちの部会では今日が

意見を述べる最後の機会になると思いますので、どうぞ、忌憚なく。

西田（良）委員：はい。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。西田委員よろしくお願いします。

西田（良）委員：基幹相談の西田です。まず、３ページの支援の③の支援の人材の確保っていうところで、

現状と課題のところでは、前回の意見、今、地域生活支援部会で話し合われている夜間とか休日に不

足している、ヘルパーが不足しているんだってことを書いていただけたのは、とてもよかったかなっ

て思います。それだけではなくて、今ヘルパーが特に不足しているのは、行動援護対象の方と、重度

訪問の対象の方、そして、医療的なケアがある方っていう、その３つぐらいにだんだん絞り込めて来

ているのかなって思うんですね。そういうときに、今度、③の下に移っていただくと「医療的なケア

を行うヘルパーの育成について検討します」となっているので、たとえば「医療的ケアを行うヘルパ

ーなど」というふうに入れていただいて、今、この部会で問題になっているような、その担い手がな

い対象者についてのヘルパーを育成をしていくっていうような書き方にしていただいたほうが、今の

現実とそぐうのではないかと思いました。

それと、それに連動して、20 ページのほうに訪問系のサービスの、今度は数値目標が入ってくるわ

けですよね。ここは、今後の取り組み、21 ページには、今度は行動援護のヘルパーの育成と新規事業

の参入って書いてあって、医療的なケアだったり、重度訪問だったりは、書かれてないってことなの

で、たぶん全体の書かれているトーン、必要な情報を少し統一して表現を、問題を明らかにして、そ

れに対して対応するとか、検討するとか、増やすとかっていう書き方のほうがいいのではないかな、

と思いました。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：足りないヘルパーの絞り込みをして、医療的ケアや、行動援護が必要な重度の人たちについて



4

のヘルパーの育成とか、そういう文言にしたらどうかと。それを全体の統一感として、ヘルパー不足

というときには、いいんだろうかとかっていうご意見でよろしいでしょうか。

西田（良）委員：いろんな部分で、ばらばらに書いてあるので、書いてあることは全部書いてあるんでしょ

うけれども、はい。そういうことです。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：その他いかがでございますか。どなたかいらっしゃいますか。はい、森嶋委員、お願いします。

森嶋委員：パーソナルアシスタンスともの森嶋です。何点かあるんですが、今ここでお答えいただけるかな

と思ってることから、先に質問させてください。先ほど、同行援護と移動支援の関係のところで、移

動支援で、今サービス提供されている方たちを、同行援護の方に移した形での数値目標に変更される

っていう説明が事務局のほうからありましたが、具体的にその数字がもし、今の段階でわかっている

のであれば、移動支援から同行援護のほうに、これくらいの実人数と、実績はこれぐらいの数値で、

たぶん移行されるだろうっていうことをまずご説明いただければと。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。じゃあ、事務局の清水さん、よろしくお願いします。

事務局：事務局から、清水からお答えいたします。対象となる方、同行援護が使えるんですけれども、今、

実際移動支援を使って、視覚に障がいのある方、対象者五十数名ほどいらっしゃいます。

森嶋委員：だとすると、移動支援のほうからも、実人数と、年間利用時間っていうのは、その分減少した数

値になるということでよろしいでしょうか。

事務局：はい。合わせて移動支援も見直させていただきます。

森嶋委員：はい。わかりました。それとですね、再三に議論はされてると思うんですが、今度の障がい福祉

計画からは、数値目標を、27 年度、28 年度、29 年度で、具体的な数値目標を立てなさい。つまり、

サービスを提供する。要するにサービスを担保する、具体的な施策もここに落としなさいということ

になっているんですが、たとえば同行援護の類型に、制度移行してもらおうとしたときに、同行援護

の事業所が何か所あって、サービスを受け入れられるだけの素地がある。もともと地域に資源がある

のであれば、具体的な部分っていうのは、移行しますだけでいいような気がするんですけど、事業所

がないんだとしたら、事業所だったり、その担い手をどう確保するのかっていうことが、同行援護に

限らず、重度訪問介護だったり、行動援護だったりっていうこともあると思うんですけど、その事業

所とかも数値目標をどう担保するのかっていうのが、たとえば３ページの支援の人材の確保っていっ

たときに、研修を充実して医療的ケアを行うヘルパーを育成した場合に、これらが担保できるのかっ

ていうと、これはこれで必要なことだと思いますけど、もう少し何かあったほうがいいのかなってい

うふうには思いました。

それと、制度が変わって、行動援護類型の人たちの居宅の部分だけではないですけれど、行動援護類

型の人たちは重度訪問介護の対象者の拡大ということで、重度訪問介護の利用につながるであろうっ

ていうことが制度で変わったときに、今の、この数値目標が行動援護と重度訪問介護って書いてあり

ますけど、単純に量が増える話ではたぶんないと思うので、どういう予想されているのか、というこ

とと、それをやろうとしたときに、行動援護の事業所がアセスメントをして、重度訪問介護の事業者

に対して、その支援のノウハウを共有したりっていうことが必要だっていうことが、この辺の計画を

見ると書いていない。制度は変わるけど、事業所がたとえば浦安市内に１か所しかないとか、このま

まだと制度はつくって数値目標は立つけど、きっとサービスは提供できないっていうのが、なんとな

く、今の地域の社会資源を見ると想定されるので、この部分を施策として計画としてどうするのかっ

ていうのは課題としては残っている気がします。何か案があれば言えればいいんですけど、それが難

しいので、ここの部分がないまま計画を立ててしまうのは、もともとこの計画自体が絵に描いた餅に

しかならないような気がするので発言させていただきました。
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西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。本件は、何かコメントすることありますか。たとえば同行援護事業を増やすといっても

事業所はないではないかと。あるいは、その辺をどうカバーするみたいなご質問だと思うんですね。

あと、行動援護の方たちも今度は重度訪問って言いましたっけ。

森嶋委員：両方を使うこと。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：使うとなったときに、重度訪問を受ける事業所とかヘルパーがいるのかというような趣旨だっ

たですよね。

森嶋委員：そうです。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：それは、今、聞くだけでよろしいですか。

事務局：事務局清水です。一部のみへの回答になってしまいますが、現在お答えできる範囲内でお答えした

いと思います。まず、今回、同行援護についての数字のお話し、ここでさせていただけた理由といい

ますのは、先日、アンケートを事業所さんに実施いたしまして、今の現状と、あと今後、同行援護の

サービスを行う予定はありますかというような内容のアンケートをさせていただきました。そこで、

今後新規に同行援護のサービスを始めようという、回答をしてくださった方が２事業所ございまして、

また、常日頃障がい事業課からも同行援護のサービスをしてくださいよと、事業者さんにお願いをし

ていたところなんですね。そういった結果も踏まえて、今回、同行援護につきましては、対象となる

方全員を目標値に入れて、見直し修正しようという具体的な方策を、この場で話すことができました。

その他のサービスにつきましても、今、対象者が何人ぐらいいらっしゃって、今後、サービスを提供

してくれる事業者がどれだけ増えるのか、今、把握検討している状態ですので、ある程度、光が差し

たと言ったら変なんですけど、ゴールが見えそうになったらどんどん計画の具体的数値に盛り込んで

いきたいとは考えております。

ただ、こちらの福祉計画につきましては、PDCA サイクルを導入して、毎年、数値の見直しを行え

ることになりました。そういうこともございますので、今後の事業所さんが増える動向や、今後予算

がついて、いろんな制度や、たとえば補助金等の側面的支援が行える見込みがあったら、どんどん、

数値化したり、福祉計画のほうに加えるなどして、情報提供していきたいと考えております。

こちらの計画はどうしても、こんなふうな方向性で行きたいみたいな感じの、理念計画とも捉えられ

てしまいかねないところがあるんですけれど、この、福祉計画で示した方向性を元に、これから具体

策を決めていき、また、予算につなげるための検討というんですか。特にこの自立支援協議会で、こ

れだけ数値を伸ばしたいからこういった側面的支援が必要、こういった対策が必要というご意見をど

んどん出していただいて、それを施策につなげていきたいと思います。具体的なお話しができなくて

申し訳ないんですけれど、数値にせよ施策にせよ、毎年見直しをして、こちらの計画に盛り込んでい

きたいと考えております。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。ありがとうございました。同行援護事業所の件は今、大体話あって、あと重度系、行動

援護系、夜間祭日祝日見たいところのヘルパー不足についての、事業所は増えるのか、増えないのか

っていうことは、さっきのヘルパーの次の議題であります、人材の処遇とか改善とか、その辺に何か

いろんなことが見えてくるような気がします。重度の方についての、森嶋委員の質問については、そ

れも踏まえて、また検討いただくってことでよろしいでしょうか。あと、何か、ご意見等ありますか。

西田（良）委員：ちょっとそれに関連して。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。どうぞ。西田委員。

西田（良）委員：はい。基幹の西田です。21 ページのお話をうかがっていると、この 21 ページの数値目標

の重度訪問と行動援護の見込みの人数、これは、行動援護対象者の方が、重度訪問を利用していくっ

ていうような人。当然、最初は行動援護から流れていくわけですけど、それも見込んでの、見込み人
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数ということの理解でよろしいですか。それとも、これは単純に行動援護の人が、重度訪問にまだ移

行がわからないから、今のところは入ってないっていう数字なのか、どちらかだけ教えていただいて

よろしいでしょうか。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。じゃあ、事務局の清水さん。よろしくお願いします。

事務局：事務局清水です。ただいまの質問についての回答になりますと、こちらの数字はまだ移行する見込

みが入っていない状況での数字となっております。今後、先ほどの同行援護のように、支援策がちょ

っと見えてまいりましたら、徐々にここの数値も、上方修正っていうんでしょうか。そういうのもか

けて行けるかと思いますので、これは、現時点での現状を反映したものとお考えください。

西田（良）委員：はい。ありがとうございます。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。あと、何かご意見ある方いらっしゃいますか。

浜田委員：ちょっとすみません。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。浜田委員、よろしくお願いします。

浜田委員：視覚障害者の会トパーズの浜田です。同行援護は視覚障がい者対象のものですが、市のほうから

もいろいろ説明していただいて、それなりに納得したんですけれども、ヘルパーさんが資格を取るの

にかなりのお金がかかるんですか。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：ご質問ですね。はい。同行援護の資格を取るのは、お金と時間がかかるんですかっていうご質

問ですが、わかる方いらっしゃいますか。わかる方、教えてください。はい。佐藤委員わかりますか。

佐藤委員：今まで千葉県より委託を受けて、千葉県の視覚障害者福祉協議会というところで、同行援護従事

者の研修をやっていました。それは無料だったんです。でも、これからはもう無料の養成研修はなく

なるそうで、助成が打ち切られたそうなんです。これからは有料になります。いろんな事業所さんが

やっていらっしゃいますけれども、１回あたり、大体３万５千円前後で、ヘルパーの資格を持ってい

たら、それから１日カットされると言いますか。受けなくていい科目があったりすると、それに応じ

た費用は、軽減するようですけれども、フルで受けると大体３万５千円前後です。以上です。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。あとは日数なんかわかります。何日間行くのか、とか。

佐藤委員：ええ。大体３日から４日のフルに８時間。朝の９時から 17 時で、やっても３日間はかかるよう

なんです。でも、それが結構きついので、４日間っていうのが、結構多くなっているんですけれども、

それは、資格も何もなくって、ガイドヘルパーの資格、同行援護従事者は研修を受けようとすると、

それくらいの日数がかかるんです。でも、ヘルパーさんの資格とか、すでにもうガイドヘルパーの資

格を持っていれば、科目が免除されますので、それは、うまく１日確保できるようになったり、４日

が３日になったりすると、その分、金額は大体１日平均し１万円ぐらいしてます。だから４日間フル

で受けると４万円近いですね。今の３万５千円前後っていうのには、教科書代とか、交通費、それか

ら昼食代とかが含まれていませんので、まあ、４万近くはかかります。以上です。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。大体ワンパックが４万円ぐらいと。３日もいれば、４日もいるけど一つのコースとして、

４万前後じゃないかという理解でいいですか。

佐藤委員：１日あたり１万円と考えてください。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：１日１万円と。はい。はい。わかりました。

佐藤委員：だから、３日間のコースだと、３万円から４万円ぐらいですね。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：４日のコースだと４万円前後と。浜田さん、その続きの質問、ご意見ございますか。

浜田委員：私たちは今まで移動支援だったんですけれども、これからは同行援護のほうに、国のほうから、

そういう要請があったみたいなんで、私たちもちょっと戸惑ったんですけども、必ずしも同行援護の

ほうに行かないといけないんですかね。



7

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい、橋野委員、よろしくお願いします。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。福祉サービスにつきましては、国の福祉サービスが優先されるという

原則がありますので、同行援護と移動支援どちらと言われれば、国のサービスである同行援護のほう

が優先になってきます。ただ、具体的には、いろいろな場合があると思いますので、緊急的に病院を

受診するだとか、ケアプランに基づかない外出の支援については、引き続き移動支援のほうもご利用

いただけますので、場合によるということで、原則優先とご理解いただければと思います。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：浜田委員、続きの意見ありますか。

浜田委員：あまりにも負担金額が多いんでびっくりしたんですけどもね、それほどお金がいるんだったら、

私、移動支援だけでもいいのかなとかって思ったりもしたりもするんで、この前のお話では、同行援

護のほうに移動していくっていうことだったんですけども、大変だなっていうことでお聞きしたんで

すけども。

佐藤委員：利用者さんの負担はいかない。今のはあれでしょう、養成研修のお話をしたんですけど。

浜田委員：養成研修ですよね。あれ、結構お金がかかる。

佐藤委員：うん。かかりますけど。事業所が必要だと思えば。あと、ヘルパーさんが、資格を持って仕事を

したいと思ったら、そうですよね。そこまでしていらないという方はとられないでしょうけどね。

浜田委員：同行援護のほうが、サービスがいいんで、そちらのほうに移行していくっていう話のほうがいい

んですけどね。でも、そうしたら、浦安市内、協力してくださる業者が２か所も増えましたので、ほ

かの方もなるべく統一してやってもらえたらなって思います。

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

森嶋委員：はい。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい、森嶋委員、どうぞ。

森嶋委員：今の意見の補足をさせていただきたいんですが、もともと同行援護の従事者は、ヘルパーを持っ

てて、１年間ヘルパーの仕事をしてたら、平成 30 年の末までは、同行援護の研修を受けないまま仕事

には従事できるんですね。なので、原則無料です。この見直し措置がいつまで続くかっていうことは、

国が今、議論をしてますけど、今までも、もともと視覚障がい者のガイドヘルパーをやって、３年間、

実務経験、もしくは、あのときは２年だったと思いますね。２年間実務経験を持ってれば、同行援護

の類型になっても同行援護従事者としてそのまま働いていいですよっていうことだったんで、今ヘル

パーを持ってて１年以上働いている人は、同行援護の仕事に就けます。きっと平成 30 年までの、経過

措置なので、その間に、さらに同行援護従事者としての実績を積めるので、きっと平成 30 年以降もこ

のまま働けるんじゃないかっていうことが、今、国で話し合われてることです。以上です。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。浜田さん。そういうことの、ことでした。

浜田委員：はい。わかりました。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。そのほかなんかご意見ございますか。よろしいですか。大体よろしいですか。あとはあ

れですよね、誤字脱字があったりいろんなことあったら、事務局のほうに送っていいので、この場で

もって気づかずに、あとで気づいたらぜひ意見を言ってください。

あと、もう一点、今の中で、我々が盛んに議論してきた、地域生活支援拠点のお願いを出そうって

いうことで議論してまいりまして、前回の会議で、グループホーム併設型っていうのをやめようでは

ないかと。それで、地域生活支援拠点のお願いをしようではないかというふうに、議論は終わったと

思ってるんですが、この福祉計画の中に、地域生活支援拠点の整備を推進しますと入ってるので、あ

と出しじゃんけんみたいなものですが、一応、グループホーム併設型というのを除いて、この会とし

て、市長のほうにぜひ推薦してほしいと。
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書いてある内容も、我々が議論した内容、相談ですとか、体験ですとか、緊急時ですとか、専門性で

すとか、地域体制づくりですとか、これは機能面も同じ内容書かれてありますので、ここで改めて、

うちの会からも１年間議論したので、何もせずに終わるんではなくて、それを出したいと思いますが、

改めてよろしゅうございますよね。一応議論はしつくしたと思いますので、データを出していただき

たいと思いますのでよろしくお願いいたします。

では、次、議題２に入ってまいります。前回議題１でもいろいろ出ました、ヘルパー問題。ヘルパー

が大変不足している。特に、夜間ですとか、土日ですとか、重度のケアですとか、大変人がいないっ

ていうことは議論してきたわけですが、今日、最後の会議でありますので、ここで何か具体的なとこ

まではきっと行かないと思います。ですので今日は、皆さんからさまざまな意見をいただきまして、

これを、できれば次年度の委員にお伝えして、ぜひ続いて議論してほしいっていう課題を残して、今

回の委員会は終わりたいと思ってるんですが、その説明を事務局からのほうからしてもらってよろし

いでしょうか。

事務局：事務局、基幹相談の矢冨です。皆さんのお手もとにあります、Ａ３サイズの横表をお手もとにお出

しください。読み上げるような形でご説明をさせていただきたいと思います。この資料は、前回の協

議会のときにも、事務局からご報告いたしました、訪問介護に関わる実態アンケート集計結果に基づ

きまして、作成させていただきました。アンケートのほうは、回収率 78%であったということは、す

でにご報告済みです。

この資料は、そのアンケートの結果に基づきまして４部構成で作成させていただきました。まず、訪

問介護事業所実態アンケート結果という部分に関しましては、アンケートに寄せられましたヘルパー

事業所からの、自由記述欄をそのまま記載させていただいております。そのアンケートの結果を、我々

事務局のほうで５つの課題にグルーピング化させていただきました。そして、その課題に対しまして、

訪問介護、ヘルパーさんの現状はどうなんだろうかということを、アンケートから出された数字です

とか、制度を事務局でリサーチさせていただき記載している。そして、その現状に対する改善策の案

を、記載させていただいてるということで、こういう流れで作成させていただきました。

まずは、訪問介護事業所実態アンケートに寄せられました、各訪問介護事業所の皆さんからの生の声

を、記載させていただいております部分を読み上げさせていただきます。上から順に、訪問介護事業

所実態アンケート結果です。一つ目の○です。登録ヘルパーの高齢化が進み、若い人材がなかなか確

保できない状況の中で、ご利用者様は、若い障がい者の方も多くなり、高齢者の方とは違った介助方

法、抱きかかえるなどにスキルがついていかないという現状があります。次です。介護保険を主とし

ており、障がいサービスを行えるヘルパーが少ないです。こちらが改善できれば障がいサービスをお

受けできるかと思います。次。訪問看護、介護員の知識、技術のレベルの低さが目立ち、給与とのバ

ランスが取れていないと感じます。処遇の改善により個々が、介護技術を上げるような人材教育シス

テムがあれば、もっと多職種に誇れる職種となり、人材不足解消とともに介護職員の全体のレベルが

高くなるような気がします。理想論で申し訳ございません。次です。採用の費用や人件費に介する費

用の補助をお願いしたい。次、重い障がいや、24 時間 365 日の対応する事業所については、求人にか

かる費用の一部を負担してくれるような、くれるなども必要ではないか。次、医療的ケア実施につい

ては、研修が必須なので、研修費の補助や市内の人が受けられる研修先を置くなど、法人に負担なく

医療的ケアができるヘルパーを増やせる取り組みをしてほしい。当事業所は、研修先となっているが、

一部補助があるなど実施しやすくしてほしい。次です。現場に１人で行き、すべてに対応しければな

らない訪問介護は、働く側に負担のかかるは環境だと思う。もっと待遇がよくなれば働こうと思う人

も増えるのではないかと思う。平日 18 時以降と、土日祝日などは、割増しの賃金が支払えるように、
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単価が上乗せ補助のようなものがあるとよい。次です。介護の資格取得校を併設していますが、生徒

を集めるのも大変です。市などが主体となって、資格を助ける広報活動などできると、その地域の介

護人材不足は、介護人材不足も少しは緩和されるのではと思います。会社説明会や求人広告などおこ

なっていますが、なかなか募集の連絡も来ない。次です。市内でヘルパーのように在宅で支援のでき

る人を増やすために、独自の制度を置くなど取り組みをしてほしい。裏面に参ります。就職フェア等

に参加していますが採用につながらない。特に男性スタッフ、非常勤スタッフがいない。次です。利

用者のニーズが同じ時間帯にあるため、多くの人員が必要になる。最後のコメントです。行動援護や

医療的なケアは、スタッフへの負担も多く、育成に時間がかかり、思うように人を増やせない。同行

する際も２人対応を認めるなどあるとよいという声が寄せられております。

このアンケートの結果から導き出せる課題はなんだろうかと精査しましたところ、５つに分類してお

ります。まず、課題の整理という欄に移りますけれども、１番は人材不足。２番は研修、育成への補

助の不足。３番は夜間、早朝、土曜日、日曜日、祝日の担い手不足。４番は重度障がい者支援の担い

手不足、特に重度訪問介護、医療的なケア、行動援護。裏面に参ります。最後、５番は報酬単価の問

題、重度訪問介護事業、行動援護事業を行う事業所が少ない理由の一つではないかという仮説ですね。

この５つの課題に関しまして、それぞれの現状はどうなっているのかということを次に、この資料に

基づきましてご説明します。訪問介護に関わる、関する現状をご覧ください。それでは、先ほど申し

上げました１番、人材不足についてですね。これは、前回の協議会でも、委員の皆さんからご発言が

ございました。人材が慢性的に不足している。こういう状況にあるっていうことですね。

次に、課題の２番目、研修、育成への補助の不足ということが、多く事業所さんから声が寄せられて

おります。これについての、今、現状はどうなっているのかということですが、上の四角から読み上

げてまいります。医療的なケアや行動援護など、高い専門性、技術が必要なサービスを提供できるヘ

ルパーを育成する事業所の困難さ、その負担は、介護人材不足の背景にある地域課題であり、何かし

らの補助制度が必要だと考える、これは、障がい福祉課さんが、日頃相談支援事業者等から寄せられ

る、現場のケースワークを通して感じていらっしゃるということで、このようなコメントを寄せられ

ております。

次に、育成や資格取得費用を補助する制度は現行ございません。次に、採用に関する費用を補助する

制度もありません。次に、行動援護をサービス提供するには、３日間の行動援護、養成研修の受講が

必要になります。この３日間の研修に参加した際に、事業所さんが負担する人件費は、１人あたり、

３万 1500 円というふうに計算できると記載させていただいております。

なお、この人件費は、何をベースに計算して、数字をはじきださせていただいてるかと申しますと、

平成 23 年度に行われております、厚生労働省発表の賃金構造基本統計調査政府統計とよりますもので、

職種別の平均年収等が出されております。この統計をベースに、算定させていただいております。次

に、医療的なケアを提供するための、研修費用の補助制度はありません。そして、その医療的なケア

を行うために研修が必要ではございますが、研修を受講するには、１日あたり３万 5000 円の費用が

発生し、３日間その研修を受講する必要がありますが、そうなりますと、１人あたりの研修費用は、

合計 10 万 5000 円となり、その費用は事業所が負担するという状況になっております。３日間の研修

に参加した際に、事業所が負担するその人件費ですけれども、１人あたり３万 1500 円というふうに

なります。

次に、３の課題、夜間、土日、早朝、土曜日、日曜日、祝日の担い手不足に対する現状はどうなって

いるのかということですが、早朝、夜間は、基本報酬の 25%増し、深夜については、基本報酬の 50%

増しの加算はありますが、土曜日、日曜日、祝日にサービス提供をした際の加算制度はござません。
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４、重度障がい者支援の担い手不足という課題ですね。特に、重度訪問介護で、医療的ケア、行動援

護に関する現状はどうなっているのかということです。まず、アンケート結果から浮かび上がった現

状ですが、行動援護を提供している事業者は、アンケートにご回答いただきました 21 事業所のうち、

提供している事業所は２事業所のみ。次に医療的なケアを実施している事業所は、アンケートにお答

えいただきました 21 事業所のうち２事業所だけであります。重度訪問介護を提供している事業所は、

アンケートにご回答を寄せていただきました 21 事業所のうち５事業所だけでございます。次に、行動

援護をサービス提供するには、先ほども申し上げましたように、３日間の行動援護養成研修の受講が

必要でございます。この３日間の研修に参加した際の事業所が負担する人件費は、１人あたり３万

1500 円となります。これも、医療的なケアに関しましても、先ほど申し上げましたように、研修を受

ける必要がございます。その研修を受講するには、繰り返しとなりますが、１日あたり３万 5000 円

の費用が発生し、３日間その研修を受講する必要がございますから、１人あたりの研修費用は、合計

10 万 5000 円となります。その事業所の費用は、事業所がすべて負担しておりまして、この研修に職

員が参加するわけですから、その３日間の研修に参加した際に事業所が負担する人件費も発生します。

それは、１人あたり３万 1500 円というふうになります。

では、このように、さまざまな医療的ケアを実施する前の段階で、経費が発生してくるわけなんです

けれども、実際、ヘルパーステーションが医療的なケアを提供した際、どのような報酬が入って来る

のかということになりますが、医療的なケアを実施した際の加算は、喀痰吸引等支援体制加算１人１

日あたり 100 単位の加算がある。これは、報酬金額で言いますと 1072 円、この 1072 円の計算ですけ

れども、平成 27 年度から浦安市の地域区分は、10．72 になるということが発表されておりますので、

このような報酬金額になります。次に、行動援護や医療的なケアなど、高い介護スキルが求められる

ヘルパーを育成するには、同行する。つまり、育成において、新しく入る職員を、先輩職員が一緒に

ケアに入りながら育成をする。これを、訪問介護では「同行」と言ってますけども、同行する期間が、

長期にわたり、その費用負担が大きい。これは、事業所が負担する費用の負担が大きいということで

す。

次のページです。５番目、報酬単価の問題ですね。重度訪問介護事業や行動援護を担う事業所が少

ないのが、この報酬単価の制度設計等々に、少ない理由があるんじゃないかっていうことの投げかけ

に対する現状でございますけれども、重度訪問介護と、居宅介護サービスの報酬費用を比べてみまし

た。まず、表になっておりますので、この表をご説明させていただきますと、まず、比べたものが報

酬単価設定根拠、どんなケアを提供しているかというところですけども、重度訪問介護は、基本的に

は 24 時間支援が必要な方へのサービス類型でございますから、重度訪問介護を 24 時間 365 日３交代

で提供するとします。これは、重度訪問介護と居宅介護のサービス報酬費ですから、まず、どのよう

な報酬が入って来るかというそのサービスの内容についてご説明しているわけですね。

重度訪問では、24 時間 365 日、３交代で提供するというふうに設定しました。それに比較しまして、

居宅介護サービスですね。おうちでヘルパーさんが、家事援助だったり、身体介護を提供する場合、

今回の場合は、身体介護と想定しておりますけども、１日２時間、３回、提供した場合ということで、

報酬計算をしてみました。次に、これらのケアを提供するにあたって、必要な職員数ということで、

配置職員数を、重度訪問介護の場合は、6.28 人。３交代制でございますから 24 時間 365 日提供する

ので、6.28 人というふうに、計算させていただきました。居宅介護サービスに関しましては、1.57 人

というふうに算定しております。

１回あたりの報酬が、重度訪問介護では、５万 8447 円が事業所報酬というふうに計算させていた

だいております。居宅介護サービスにおきましては、２万 4216 円が事業所に入って来るということ
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になります。これは、事業所に入って来る金額でございますから、ヘルパーさん１人あたりが稼ぐと

言いましたら、端的に言いますとそういうことですね。ヘルパーさんが、１人あたり稼働した際に、

稼ぐ報酬ということになりますが、重度訪問介護になりますと１万 9482 円、居宅介護サービスにお

きますと、２万 4216 円ということになっております。これを年間で事業所さんに入って来る収入と

して計算すると、１日あたり事業者に入って来る報酬かける 365 日ですので、重度訪問介護は、先ほ

ど申し上げましたように、１回あたりの報酬が、５万 8447 円と申し上げましたので、５万 8447 円か

ける 365 日としますと、2133 万 3155 円が、事業所さんに入って来る年間収入となります。これに対

しまして、居宅介護サービスに関しましては、１日あたり事業所さんに入って来る金額が、２万 4216

円でございますから、やっぱり２万 4216 円かける 365 日をかけますと、883 万 8840 円になるわけで

す。

では、この年間収入というものが事業所さんに入って来る年間のお金になってくるわけですが、当然

事業所の方たちは、ヘルパーさんにお給料を支払わねばなりませんし、その他もろもろの経費が必要

となっております。では、単純に、まず、この年間事業所さんに入ってきたケアを、たとえば、重度

訪問介護でございますと、先ほど申し上げましたように 2133 万 3155 円を 6.28 人のヘルパーさんで

稼働して、事業所に報酬が入って来たということになります。

そうしますと、ヘルパーさん１人あたりの報酬っていうのは、年間いくら稼働して事業所に入って

来たのかという計算になりますと、重度訪問介護は、要は、2133 万 3155 円の年間収入を 6.28 人のヘ

ルパーさんで回したわけですから、割る 6.28 をしますとですね、１人あたりのヘルパーさんが稼ぎ出

したと言いますか、稼働して事業所に入ってきた報酬が 339 万 6999 円になるわけです。

これに対しまして、居宅介護サービスは、いかなるような状況になるかと言いますと、1.57 人のヘ

ルパーさんが稼働しまして、１日２時間３回提供したケアをですね、1.57 人のヘルパーさんで回しま

した。そうしますと、居宅介護で事業所さんに年間入ってく金額が、883 万 8840 円でございましたか

ら、この 883 万 8840 円を 1.57 人で割ります。そうしますと、１人あたりのヘルパーさんの稼働した

事業所報酬が 562 万 9834 円というふうになります。

なお、この配置職員数の設定は、厚生労働省が発表した月間労働時間 166 時間をベースにしまして、

大体このヘルパーさんたちがですね、実際ケアに行く時間、実労働時間というふうに設定しましたけ

れども、実際ケアに行く時間っていうのは、この 166 時間の中にはですね、ヘルパーさんがケア終わ

ってからの記録を書いていたりだとか、移動時間であったりっていう、直接的にご利用者様に身体介

護等をご提供している以外に、さまざまなお仕事が、ヘルパーさんにも付随してきているわけです。

というわけで、この 166 時間を、実際に７がけ、つまり、移動や事務処理時間に 166 時間のうちの 30%

は費やされているであろうということ前提に算出しております。このような状況で見ますと、重度訪

問介護事業所はですね、配置職員に給料を支払うのが精いっぱいというところになるのが推測される

かと思います。いわゆる、その他に関わる経費の捻出が難しい。当然事業所さんが、家賃や水道、光

熱費、総務や経理などのスタッフ事件費をも踏まえてじゃないと、事業所としては成立しないわけで

すから、この重度訪問介護につきましては、ほぼヘルパーさんへのお給料で事業所への入って来る報

酬が消えてしまうのではないかという構造になっているっていうようなことがわかります。

続きまして、行動援護と移動支援の報酬比較というものを出させていただいております。これは、こ

の協議会でもたびたび目にしているような表でございますけれども、着目していただきたい点は、移

動支援と行動援護の報酬比較の差異でございます。まず、行動援護と移動支援なんですけれども、30

分未満のサービス提供の場合、行動援護を提供した事業者さんには 2071 円が入って来る。しかし、

移動支援に関しましては 2400 円。そして、30 分から１時間未満になりますと、行動援護だと 4288
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円に対しまして、移動支援は 4000 円。そして、１時間から１時間半未満のケアを提供しますと、行

動援護は 6239 円に対しまして、移動支援は 5700 円。１時間半から２時間未満のケアに関しますと、

行動援護だと 7814 円の報酬に対しまして、移動支援は 7400 円。２時間から２時間半未満のケアを行

動援護で提供しますと、入って来る報酬は、9390 円。これに対して、移動支援でこのケアを提供する

と 9100 円。２時間半から３時間未満のケアだと、行動援護の場合は１万 977 円に対しまして、移動

支援だと１万 800 円。行動援護、３時間から３時、３時間半未満のケアを行動援護で提供しますと、

１万 2553 円に対しまして、移動支援は、１万 2500 円。３時間半から４時間未満のケアをて、行動援

護で提供しますと、１万 4139 円に対しまして、移動支援は、１万 4200 円。そして、４時間から４時

間半未満のケアとなりますと、行動援護は、１万 5726 円に対しまして、移動支援は、１万 5900 円と

いうふうに、この報酬のですね、事業所に入って来る報酬の逆転現象が、４時間を境にですね、顕著

になるということがわかります。

そうしましたら、最後になりますけど、もう少しご説明にお付き合いいただきまして、先ほど、５

つに分けた課題に対しましての、改善策の案ということで、最後に事務局より、ご説明申し上げたい

と思います。まず、課題１、「人材不足」でした。慢性的に不足している人材に対してですね、他の自

治体さんの取り組みなんかもリサーチさせていただきまして、採用に関する改善案です。採用に関す

る必要な費用の助成ということで、茨木市はですね、介護福祉事業部人材確保支援事業補助金という

ものを設けていらっしゃいまして。これも参考にできるのではないかということです。

次、②、研修や育成への補助の不足の声が多数事業所さんから寄せられました。これに対しての改

善策の案ですが、育成や資格取得ための費用の助成。これもですね、他市を調べますと、たとえば東

京都港区では、介護人材育成支援の助成金制度。名古屋市におきましては、福祉人材確保支援助成事

業等がありました。医療的なケアを提供する際には、高額なですね、事業所さん負担の費用が発生し

ているということは、先ほど、現状でご説明申し上げた通りですが。医療的なケアを提供する際に必

要な研修費用の助成を検討するのはいかがだろうかと。ただしながらですね、研修を実行した職員が

ですね、研修後、業務に従事する期間の、条件を設定する。たとえば、医療的なケアの研修を受けら

れたヘルパーさんは、その後１年間は勤務してくださいねというような、助成に対しての一定の就労

条件をつけるというようなことは、いかがだろうということです。

次、③課題としましては、夜間、早朝、土曜日、日曜日、祝日の担い手不足がございました。それ

に対して改善策の案ですが。行動援護と重度訪問介護については、土曜日、日曜日、祝日サービスの

提供加算制度を市独自で創設するということはいかがだろうかということでございます。それは、現

行、国の報酬制度の仕組みでは、この土日、日曜日、祝日にサービス提供をしても加算はございませ

ん。

④、重度障がい者支援の担い手不足ということで、重度訪問介護、医療的なケア、行動援護の事業者

さんが、なかなか増えないという実態が、アンケートでもわかりましたけれども。これにつきまして

の改善策の案でございます。先ほど、ご説明しました、行動援護と移動支援の事業者への報酬の、逆

転現象を解消するということはいかがだろうかということ。先ほども、申し上げましたけども、医療

的なケアを提供する際に必要な研修費用の助成。そして、次ですね。重度訪問介護と居宅介護の報酬

費を、比較してみましたけれども。重度訪問介護でサービス提供をしたときの報酬は、人件費で消え

てしまい、事業所の運営コストが捻出できない。重度訪問介護事業所を増やすために、事業所に対し

て、重度訪問介護の年間報酬の何割かを助成するというような案はいかがだろうかと。それは、すな

わち、目的としては、事業所の運営コストを助成するということにつながらないだろうかということ

でございます。
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これが、先ほどの最後の課題でありました、報酬単価の問題も加味したときの、事務局からの改善策

の案ということになります。以上です。

西田ﾘｰﾀﾞ ：ーはい。どうも、長い説明ありがとうございました。21 事業所からいただいたアンケートをもとに。

また、当事者部会からも出た声を反映さして、アンケートの結果、当事者の声から、課題の整理。そ

れから、現状。それから、改善策については、事務局のほうでいろいろ調べていただいて、つくって

くれました。

言った通り、今回、この部会は今日で終わりまして。来年度からは新しい委員に代わるわけです。

我々とすれば、次の委員に対して、ぜひこれを続いて検討してほしいと。何とか、地域のヘルパー不

足について解消してほしいということを、引き継ぎをして、我々の委員会は終わりたいと思いますの

で、こういったことを参考にしながら、忌憚のないご意見。これにプラスすること。これは、ちょっ

と、違うんじゃないのっていうこと、ありましたならば、今回、一人一人意見を引き渡していただき

まして、事務局のほうにお渡ししたいと思います。

荒井さんからご意見聞かせてください。よろしくお願いします。

荒井委員：いちょうの会の荒井です。私どもの会のほうは、当事者が、皆さんの会とちょっと違うとこは、

精神的なダメージを受けてる者の家族会なんですね。それで、皆さんのお話をうかがいまして、どっ

ちかって言うと、こちらは受けるほうなんで、なかなか意見を申し上げることができなかったんです

が。こういうものをつくっていただくことに対しては、賛成です。ただ、当事者が、もしそういう病

気が起きた場合ですね。果たして、専門職の方がいらっしゃらないと、受け入れがなかなか難しいか

なっていうとこが、今、私は、考えているとこで。あとは、もう皆さんのおっしゃる通り、専門職の

方たちのお話なんで、こちらは受けるほうなんで参考にさせていただきました。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。ありがとうございました。相馬委員、お願いいたします。

相馬委員：身障福祉会の相馬です。私どもも、結果的には、受けるほうの立場という形になりますけれども。

私たちの会の何名かは、やっぱり移動支援を受けてる方がおりますけれども。今の状態に対しての、

意見とか、クレームとかっていうことは、あまりないように思います。ただし、この人材不足とか、

研修費用不足とか、そういう、今問題になってますけれども。これは、市としての独自補助的な検討

っていうか、そういう考え的な意見はないんでしょうか。たとえばこの、茨木の介護とか、いろいろ

出てますけれども。そういう制度そのものをですね、浦安市も、独自の補助事業的な、事業者がやっ

ぱり運営していけないっていうことは、やっぱりそれだけ、資金不足にかかってくるという状況にも

なるわけですね。あと、介護費用を上げちゃいますと、介護してほしいっていうあれが、なかなかで

きなくなりますよね。その辺のところも、我々側としては、受ける側として、その辺のところを、そ

れぞれの対応できる事業者さんが増えてほしいわけです。どこ行っても、「ああ。こういうところがあ

ります」。そこじゃ駄目なんだ、こっちのということは、市役所さんに行きますけれども。市役所さん

のほうでも、こういう状況で、「こういう事業所しかありません」とか、そういう意見が出てくると、

受ける側としては、大変困るわけですよ。ですから、もう人材不足とか、そういう、育成補助不足と

いうのは、浦安独自の資金補助的な検討っていうものが必要じゃないかと思われます。以上です。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。はい。ありがとうございました。じゃあ、西田委員、よろしくお願いします。

西田（良）委員：はい。基幹の西田です。何点かありますが。私も、事務局なので、この資料は一緒につく

らしていただきましたけれども。裏面の、重度訪問介護と居宅介護サービスの報酬比較っていうとこ

ろを見たときに、なぜ、行動援護とか重度訪問の事業所は増えてこないのかなっていうのは、すごく

気になっていたところなんですね、もう、この数年。計画立てていると、事業所探しにとても苦労す

るところでして。たとえば行動援護の方たちを、何人も入所施設に見送ったっていう、本当につらい
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経験がありまして。「地域の中で暮らす」って言いながら、ケアができなくなると、どっかの入所を探

していかなきゃいけない現実っていうのは、皆さんとともに受け止めていかなきゃいけないんじゃな

いかなっていうふうに思っていました。それで、この数字を見たときに、たぶん居宅介護とか移動支

援の事業所って、どんどん増えていて、本当にいろんな人が、立ち上げをしています。なぜかと言え

ば、この数字が物語っているんだと思うんです。日中のケアを２時間、３回いけば、これだけの数字

が、職員に１人あたり 560 万払ってあげられるだけの原資が入ってくる。一方で、休みもなく、24 時

間 365 日の、いろんな時間帯に働かなきゃいけない人には、逆に 300 万ぐらいの数字しか報酬がない。

じゃあ、どっちが、時間帯的にも勤務の内容的にも、難易度が高いかって言うと、どっちがどっちっ

て言うのは難しいかもしれませんけれども。推して知るべきなのかなって思うと、じゃあわざわざ事

業所として、ここには参入していかないんだなっていうのは、見て取れます。ずいぶん以前に、民間

に、障がい福祉サービスも投げられた際に、やはり民間法人は、もちろん社会的な理念と、それから

当然利益が出ていかないと回っていかないので、この現実っていうのを埋めるのは、やはりどこなの

かっていうのはちょっと先ほど相馬さんじゃないですけれども、ぜひ、行政の皆さんにも考えていた

だきたいところではあります。

それから、今、浦安市では、日中活動のところで、今年度からたとえば、生活介護とか通所事業に対

して、区分４以上の人に対しては、１日 4000 円ですとか 5000 円っていう単価を１人あたり出す補助

がもうすでに始まっています。そのときに、抜けているのが訪問系のサービスと児童系のサービスだ

ったわけですけれども、やはり通所が一定程度、日中活動が重い人もみんな引き受けていこうってい

う力学が働き、引き受け手があり、残るのはやっぱり在宅のところなんですね。いろんな種類のサー

ビスがないと、地域の生活は先ほど言った丸投げ入所施設っていう形になってしまうので、その在宅

をどうやって支えるかっていうのは、日中は預かるよっていう支え方が一つ。それから、先ほどの一

時ケアセンターとかで緊急のときは何かするよっていうことも一つ。だけれども、１人暮らしをした

り、あとはグループホームでも、重い障がいのときはヘルパーが入らなきゃいけなかったりっていう

ときの、ヘルパーの人材っていうのが、特に重い人たち。それから医療的なケアで難しい人たちも引

き受けていくっていうような人がいなければ、たぶん地域生活は、また昔のように、入所にいればい

いって話に戻ってしまうんじゃないかと思って、とてももったいないと思っていますので、さまざま

な人がいること、それから、少数派でもニーズがあることっていうのは、ぜひ、この場で皆さんにご

理解いただきたいな、共有したいなっていうふうに思っているところです。

それからもう一つ。事務局で、足りなかったので加えさしていただきますと、行動援護に関しては３

年間ヘルパーの資格を持って、３年間従事した人は行動援護の従事者になれるんですけれども、医療

的なケアはヘルパーを持っていたとしても、これは絶対に受けないと、ケアをやることができません。

とても危険が伴いますし、精神的な負担の大きい中で、ここに対する報酬が１日 1072 円しかないっ

ていうところに、誰もやらないよねっていうようなぶっちゃけたところの現場感っていうのも、一つ、

お伝えできたのかなっていうふうに思っています。はい。以上です。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい、はい。ありがとうございます。谷岡委員お願いします。

谷岡委員：ケアラビット浦安センター谷岡でございます。この課題策としては、これはもう最低限必要なこ

とではないかということで、これを、考えていただきたいと思います。これをしたところで人材不足

が、じゃあ解決するのかっていいますと、これは解決しないと思います。この仕事の内容からしまし

て、この若い人たちの担い手っていうのは、作業に入って、こんなに何かがあるのかなっていうとこ

ろの肌で感じている次第でございます。ただし、やはり介護報酬、その他の人件費が安いということ

が大きな要因ではあるかと思うんですけれども、それ以外にも何か、こう、入ってこれない事情があ
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るというところも、やはりみんなで考えていかなければいけないかなとは思っております。以上です。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。ありがとうございます。

竹谷委員：はい、一時ケアセンター竹谷です。ここに書いてある改善策に関してはすべて、本当におこなっ

ていただきたいなというふうに思って聞いておりました。それと、本当に民間事業所さんの中で、重

度訪問や行動援護の方たちを受けない、言い方は悪いですけども、障がいの軽い方たちを対象にした

事業所が本当に増えています。本当に支援が必要な人たちが、支援を受けられるための地域っていう

のは、まだまだ程遠いなっていうのは実感しています。

ここに書いてある報酬の上乗せっていうか、加算だったり、あとは補助金といったところとかはぜひ

やっていただきたいところではありますけれども、医療的なケアはヘルパーが、その資格を取るとい

うこともそうですが、看護師の資格を持っている方たちが、地域には、まだまだたくさんいらっしゃ

るかなとも思っています。なので、１人でも２人でも、人材を確保するっていうためには、浦安市と

して、しっかりと広報等を利用していただいてもいいのかなと思いますけれども、こういう福祉政策

ができたら、その方向性というのをまず市民にしっかり伝えていただいて、地域にいらっしゃる人た

ち、市民の方たちの中で、たとえばヘルパーを少しの時間でもやってみたいなとか、昔看護師をして

いたけれども今は働いていないとかっていう眠っている人材を呼び起こしていただいて、昔、就職フ

ェアという形でやったかなと思うんですけれども、浦安の中での、市民の方たちに、しっかりとこの

理念を伝えていただいて、そこからの人材育成っていうのも何か方法として、行っていただけると、

いいのかなっていうふうに思いますので。何かそういった方法も考えていただけたらいいのかなと。

人材確保という部分で。と思いました。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。わかりました。では、立花さん、よろしくお願いします。

立花委員：NPO 法人カプアの立花です。私の経験からしますと、PT とか OT とか看護師が、地域社会に入

ってこないっていうのは、１人ということが多いんですね。結局、ポンとそこに行って訪問してこれ

やってくださいって言われて、誰もいないのに、自分１人で判断しなきゃいけないし、何かあったと

きも判断しなきゃいけない。病院とか診療所とか、大きなそういうリハビリテーションセンターだっ

たらば、ドクターがいて、何かあったときに、その対処もできますが。ところが、現場に行った場合

には誰にも聞けないわけですよ。結局それもヘルパーさんも同じことだと思います。ですから、単純

に報酬だけ上げるというのでは、この問題は絶対に解決しないと思います。やはりちゃんとした人材

の育成ということと、それはスーパーバイザーのような、ヘルパーさんがいて、何かあったときに必

ず相談できると。そのバックアップ体制をしっかりするとか。教育ですよ。ですが、初任者研修なん

て、ヘルパーのあれだけの教育で、いきなり現場に行ってやれと言っても無理です。怖いと思います。

ですから、非常に、僕もそういう研修や学校の講師をやってましたけど、やはり 100%そういう現場

に行かないですね。これは、初任者研修じゃないほうですけどね。訪問介護研修のほうになんですが、

きっと半年間、しっかり教育しても、60％ぐらいの人しか現場に行こうとしない。それはやっぱり、

怖いというのがあると思いますね。ですから、そういうところをしっかり市側にサポートしていただ

いて、たとえばその研修を、しっかりと、何年受けたら現任者研修みたいなのをやって、その研修を

受けたら、そのヘルパーさんは報酬単価上げるとかね。そういうようなものでやっていけば、厚労省

がいって、一万いくらあげると言っているけれど、そういうことじゃない部分の、自信を持って仕事

ができるような体制を、バックアップ体制をつくっていくことのほうが、私は報酬単価を単純に上げ

るよりもいいと思っております。以上です。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。ありがとうございました。では藤崎さん、お願いいたします。

藤崎委員：浦安市障がい者福祉センターの藤崎です。いつもこう、人材不足って言うと、もちろんヘルパー
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さんだけでなく、私どもの施設でも同じだと思うんですよね。当然、ここには、今、報酬単価だけじ

ゃないということを言いましたけれども、お金が一つあります。当然。するともう一つずっと思うの

は、若い人が育たないっていうのが、やっぱり教育かなという。３K という職場のイメージをいまだ

に拭えないのはもう現実ですけれども、若いうちにもっと福祉ということを、理解してもらうような

教育をやっぱり入れて行かないといけないんじゃないかなというものと、実は大学で福祉学部って結

構いっぱいいるんですよね。ところが、現場に出るっていうのは、本当３割から４割しか、毎年いな

くて、あとの人たち何やってるかというと、一般の会社員になってしまう。だからその辺が、直に来

ない、直にっていうのか、あとからこう、やってみようかなっていうのが、ちょこちょことくるぐら

い。やっぱり、３割のその人たちも３年もしないうちにやめていく。現場から離れていくという。こ

の現実をやっぱり繰り返してるんじゃないかなとそこはやっぱりお金でもあり、夢をどっかで提供し

ていかないと、人は来ないだろうなと思うんですよね。だから、うちの福祉のいいところもあるんだ

ということをちゃんと伝えていかないこちらもいけないんだろうなという。なんかその辺がもうちょ

っとうまく伝えられないかなと思います。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。ありがとうございました。では氏家さん一言ご意見、よろしくお願いします。

志賀智子委員代理氏家氏：身体障がい者福祉センターの、氏家と申します。よろしくお願いします。いつも、

傍聴してますが、感想としてですね。こういう福祉人材、そもそも大きく話しちゃうと、たとえば、

給与が全企業の平均から比べて、８万円ぐらい低いとかっていう中で、やっぱり、処遇改善で、１万

円とか１万５千円とか。わかっちゃいるけど、そこまで対処できないというのが、国全体の財政事情

かなということで、急にそれを埋めることはできないとすれば、まだできる範囲で埋めていき、かつ、

その給与だけじゃないと。就業の環境等を整備していくというそういったことになると思うんですが、

この資料を拝見しますと、だから、人材不足っていうところに直接的に、給与で勝負というのが、な

かなか難しいだろうと。じゃあできるところから、やっていこうというような感じが読み取れます。

それで、この研修育成の補助とか、この辺はこれの積み上げによって、質の向上と、それがなにが

しかの定着率の向上と、担い手の向上ということにつながればと思いますので、こういう案で、よろ

しいのではないかということで感想を申し上げさせていただきました。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。ありがとうございました。じゃあ、森嶋委員、お願いします。

森嶋委員：はい。パーソナルアシスタンスともの森嶋です。この事務局から出された、この表で間違いでは

ないですが、ちょっと補足させていただきたいことがあるので。お願いします。大きい紙一枚目の、

訪問介護に対する現状の一番下ですね。重度障がい者支援の担い手不足のところの欄で。医療的なケ

アを行うためには研修を受けて、って書かれてますが、これは、医療的なケアを行うこの研修ってい

うのは、２種類ありまして、たとえばここにいる委員の皆さんが、みんな医療的なケアが必要な利用

者さんだと思ってください。それで、森嶋が担い手で研修を受けますって言ったときに、内村委員の、

リーダーか、サブリーダーの医療的なケアをやりますっていう研修っていう部分のところ。この、こ

こに書かれてる医療的なケアの研修っていうのは、特定の利用者さんに対する研修なんですね。

基礎研修の部分、プラス、内村委員に必要な、医療的な部分のケアの研修というのは、看護師の同席

があって、看護師のレクチャーを受けながら教育受けて、効果測定を受けるんですけど、それが、西

田リーダーの、今度医療的なケアをやりますっていったときの基礎研修は受けなくていいんですけど、

看護師の同席とレクチャーと、最後の効果測定っていうのは受けなきゃいけないのですね。ここには、

また一定の時間と一定の費用がかかるんですよ。これは利用者が増えれば増えるほど、そのたびにそ

れを受けなきゃいけないっていう。研修だけの話をすると、時間とコストがかかることなんですね。

そして、その下に書かれてる、医療的なケアを実施した人への加算と。10772 円が高いか、安いかっ



17

て議論がありますけど、もらえるのかなっていう、これだけ見ると、もらえることになっちゃうんで

すけど。事業所を運営されている皆さんはわかると思いますけど、この事業所っていうのは、特定事

業所加算っていう、たとえば常勤の比率が３割を超えているとか、介護福祉士の割合がどうのこうの

とかって。常勤の割合は、50％だったかな。重度の人を受けてますとか、いくつかの要件を満たすと、

事業所に加算が付くんですね。１か月のトータルの報酬の、１割だったり５％から２割まであるんで

すけど、それが加算でもらえるんですよ。ほとんどの事業所、特にこの重度の人たちを受けてるよう

な事業所っていうのは、常勤の比率が高いとか、行動援護の事業所には介護福祉士がたくさんいます

とか、いろんなことがあるので、ほとんどの事業所さんは、特定事業所の加算っていうのを受けてる

事業所は、７割とか８割を超えてるんですね。その、事業所の加算を受けてしまうと、この、喀痰吸

引等支援体制加算っていうのは、もらえないんですよ。含まれてるでしょうみたいな考え方だってい

うことなんですけど。なので、この加算は、何もやってない事業所が医療的な、この部分の支援体制

の加算をしますって言ったときに出るだけであって。加算の併給は不可っていうこと。今の報酬体系

を見ると、この部分については、もらえてない事業所のほうが多いですって言う認識をしていただき

たいと思います。

それと、居宅介護、報酬だけを見ると、居宅介護のサービスと重度訪問の介護、これ、時間が２時間

かける３回の６時間と。24 時間の報酬の部分も書かれちゃってるのでわかりにくいと思いますけど、

単純にぴったりの数字ではないですけど。居宅介護、普通に、家に行って、介護ヘルプをしますって

いう報酬を 10 だとすると、行動援護の報酬っていうのは、８ぐらいなんですよ。それで、重度訪問介

護の報酬っていうのは、６ぐらいなんですね。２割減、４割減だと思ってください。そこに対して、

運営とか、スタッフとか、サービス提供の責任者だったり。あと、先ほど委員に言われましたけど、

ヘルパーさん。もしくはヘルパーさんが怖いわけですから、利用者も怖いわけですよ。その人のケア

のあり方をどうベテラン職員がついて、同行して、この人は独り立ちさせます。いいですか、これで

大丈夫です、みたいな。このやり取りをするための時間っていうのは、居宅サービスはたとえば２時

間とか。２時間以上の支給決定受けてる人もいますけど、１日あたりですね。ですけど、もともと重

度訪問介護は１日８時間を超える、重度の人たちに対して支給決定されるわけですし、行動援護にし

ても、１日８時間までの出来が、見ればわかると思う。長時間の、外でのケアっていうのを想定して

るので。そのケアっていうのは、普通のケア、普通のケアとちょっと違うって言っちゃうと、ちょっ

とあれなんですけども、同行して教えるためには、その時間が必要になるわけですよね。24 時間、支

給決定受けてる人たちの、支援を教えようとしたら、24 時間必要になるわけですよ。だって、支援の

場面が違うわけですから。かつ、人が違うとその部分は、全く違うわけですよね。そうすると、そこ

にかかる報酬が入ってこないけど、やらなければいけないことっていうのは、ものすごく事業者にと

っては、多くあるっていうことがあるんですね。27 年度の報酬改定のための厚生労働省は、報酬検討

のチームをつくって、今、盛んに議論されてて、もう 10 回以上やってますけど、皆さんご存知の野澤

さんとか、厚生労働省の相談専門官なんかも入ってますけれども、人材確保支出のためには、多大な

コストがかかってると。特に、同行の、同行っていうと、同行援護っていうとちょっとあれですけど、

ベテラン職員について、報酬には入ってないけど、利用者さんの支援を行うための人材育成の部分に

対して、事業所がかかってるコストの部分を、報酬にどうやって判定、反映していくかとかっていう

ことも、今、議論されています。

ここまでは報酬の議論なんですけど、人材不足のところでもう一点だけちょっと言わせてください。

もともと、あの、離職率ってあるじゃないですか。で、障害福祉サービスと介護保険とかも、両方合

わせた福祉の離職率っていうのは、一般の、全産業の離職率よりも、２割とか３割高いんですね。高
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齢者の介護事業の職員と、障害福祉サービスの職員と比べた、細かいデータが今いろいろ出てきてる

んですけど、障害福祉サービスのほうが２割高いんですよ。離職率が。求職率、職員が応募してくる

率っていうのは、もともと福祉業界低いですけど、高齢者福祉に比べて、障害福祉サービスは、２割

低いんですね。その中でも特に居宅介護。普通の訪問介護、要するにホームヘルプの部分と、重度訪

問介護と行動援護と比べてるデータもあるんですけど、こっちはさらに２割低いんですね。離職率は

さらに２割やっぱり高いんです。障がい福祉の中で。それはやってる事業が大変だというところで、

人は入ってくる人は、普通よりもすごく少ない。辞める人たちはすごく多いっていうところが大変な

んだなということを、ちょっと情報として、出さしていただいて、私の話は終わります。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。ありがとうございました。じゃあ井手上さん、お願いします。

井手上委員：NPO 法人なゆたの井手上です。うちの事業所では行動援護とか、そういう、重度訪問介護っ

ていう事業はやってないんですけれども、私も、息子がおりまして、息子が居宅介護というサービス

を受けておりますので、別の観点からお話しをさせていただけたらなというのがあるんですけれども。

実際に、支援に関わって、やっていただいてるヘルパーさんの方は本当にすごくやりがいを持って、

関わっていただいてるっていうのが現状で、ただ、やっぱり、一人一人、行動に問題がある人は、時

間がすごくかかると思うんですね。先ほども、言われた方いらっしゃいましたけども。１回の研修で、

その方のすべてがわかって、すぐ支援できるっていうものでは、もちろんないと思います。

なので、そこで、やりがいを持ってやってるヘルパーさんたちの、意見交換会みたいなのをやってみ

たりとか、実際に、行動援護を持っていないヘルパーさんたちとの、「こういうふうにすれば、できる

よ」っていう、そういう意見交換会みたいなのがあればどうなのかなっていうのを、一つ感じたのと。

あと、研修にすごいお金がかかるっていうところで、市でそういう研修などを企画することは、でき

ないのかなっていうところを思いました。以上です。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。ありがとうございました。じゃあ、神谷委員、よろしくお願いします。

神谷委員：はい。自閉症協会の神谷です。そうですね。利用する側なので、どういうふうに言ったらいいの

か、すごい悩んでたんですけども。単純に、この改善策を見れば、そうなんだ、全部やってよってい

う。単純にどう思うかっていったら、ただそれだけなんですけれども。

ただ、助成金っていうのも、必要だから出してて、「はい。出します」ってならないので、じゃあ、

どういうふうに必要なんだろうと思わせるためには、やっぱいろいろ考えたんですけども。

それと、もう１個、もうちょっと漠然とした話しかできないんですけども。この間、新聞の投稿欄に、

ある高校の先生が投稿してらして。全部は覚えてないんですけど、一部分だけすごい印象に残ったと

こだけ覚えてて。その、生徒たちが、福祉系のところをやっぱり望む子が結構いる。だけど、教師、

担任としては、苦労するのが目に見えてるから、勧められないっていうようなことが書いてあって。

それが、今、ふっと浮かんで。全体的に、福祉とか興味持ってなかったり、そんなに、今、関係ない

と思ってる人でさえも、福祉系は、やっぱり、お給料もあんまりよくないし、わりが合わないって、

何となくそういう風潮というか、蔓延しちゃってるっていうのもあるんだろうなと思って。

現実、今、森嶋さんの話を聞いて、まさにそうで。で、うちの子も自閉症なので、やっぱりどっちか

っていうと、避けていきたい系の人に入ってしまうので、すごい難しいなと思ったんですけども。

私も、発達障がいのことはまあまあわかっても、やっぱり医療的なケアの必要の方とか、重度な方の

ことは、わからないっていうのは、正直な話で。いろんな話を聞くうちに、その人の生活の姿とかが、

イメージできるようになってきたなっていう感じです。なので、やっぱりまずは知らない。その人が、

どういう生活。重度って聞いて、ああ、大変なんだろうなと思って。じゃあ、その人が、どういう生

活をしているんだろうっていうことをきっと思い描けない人が多いと思って。
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そういう人たちが多い世の中で、こういう事業をするためにこれだけのお金が必要なんです。こうい

うやり方がいいんですと言っても、なかなか伝わらないっていうのはあるんだろうなって思ったんで

す。では、どうしたらいいかっていう話だけど。やっぱり話し合いするとか、研修するとかっていう

ときに、事例っていうものを持ってくるっていうことが、身近に感じるためのというか、思い描ける

ための一つの手段かなっていうふうに思いました。もう何だかこんな話しかできないんですけれども。

すごく本当に親としたら、身に詰まる思いがしながらも、１人の親としては、どういうふうにしたら

いいのかっていうのは、すごくわからないっていうところです。私としては、ただただ、ここで、親

の思いを伝えていくことしかできないなって、改めて思っています。以上です。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。ありがとうございました。じゃあ、佐藤委員、よろしくお願いします。

佐藤委員：介護事業所のエメラルドサポート株式会社代表の佐藤尚美といいます。ヘルパーさんの、料金表

を見ますと、うちの場合、30 分のケアが、今増えてきてるんですね。浦安の場合は、幸いにも４キロ

四方の中で、自転車で行けますけれども。それでも、やっぱり対角線上のところにケアに走って、行

きで、三十五、六分。そして、30 分のケアをして、帰りにまた往復の時間で。ずいぶん動いてる割に

は、ヘルパーさんへの報酬は入っていかないっていうふうになるので、これは、特に田舎なんかはど

うしてるんだろうって、私思うんですね。30 分ケアっていうのは、田舎のほうはないんでしょうか。

そういうデータもあれば教えていただきたいです。

浦安は幸いにして近いんですけれども。でも、それがあまり重なると、事業所として、ヘルパーさん

の報酬として、なかなかペイしていかないんですね。これは、厚生労働省さんはどう考えているのか

っていうことになるんですけども。どうしても、やっぱり 30 分のケアっていうのは、私たちの事業所

としても、私自身、利用者としてもですね、やっぱり必要なサービスなので、そこをどういうふうに

考えていけばいいのかなっていうのが、私は、今、課題として抱えております。

それと、もう一つ。私は、九州の実家に帰ったときに、うちの母と同じ並びの、ご家庭に母子家庭が

あります。お母さんが 103 歳。息子さんが 68 歳かな、70 ぐらいで。その息子さんは、知的障がいの

方なんですね。田舎なものですから、近くに施設がないのかもしれませんが。施設が遠い、民生委員

の方とかが入っていただいても、すぐにやっぱり家に勝手に帰ってきてしまわれて、103 歳のお母さ

んが、炊事から、洗濯から、60 だって 70 歳近い、障がいの方の面倒を見ているんです。田舎なのに、

そういう介助とか介護事業所っていうのも、あまりないのかもしれないんですけど。それを、地域で

支えている部分もあるんですね。

浦安、これだけ人口も密集しているけれども。やっぱり地域で支える力っていうのが、難しいのかな。

現実に、自分が、今度の正月に帰って、体験して、考えてきたところです。一つも、これはこうした

らいいという見通しは何も立たないんですけれども。人材不足から始まって、今、２点申し上げたこ

とについても、疑問ばかり。本当にこれで、今後の福祉サービスは成り立っていくんだろうかなって、

今、事業者自身、経営しながら不安です。以上です。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。ありがとうございました。じゃあ、浜田さん、よろしくお願いします。

浜田委員：視覚障害者の会トパーズの浜田です。この２年間、こういう場に突然現れて、いろんな立場の人

からの話を聞いて、いろいろ本当に参考になり、勉強になってます。

私たちは、視覚障がい者として、受ける立場ですけれども。それぞれの障がい者の人たちが、浦安で

安心して暮らせるように、皆さんの、いろんな、お仕事なんか聞いて、本当助かってますので、これ

からも、頑張って、やってもらいたいと思います。私は、視覚障がい者としての立場から、できるだ

け発言していきたいと思ってます。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。ありがとうございました。
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浜田委員：ありがとうございました。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。ありがとうございました。せっかくですから、橋野委員、何かお話をうかがえますか、

部長には後ほどまとめていただくということで。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。皆さんからいただいたご意見、これから、市のほうでも検討して、計

画に盛り込める部分は、また、考えていきたいと思います。

国のほうでも、報酬の検討をしているというお話がありましたが。まず、処遇改善の中で、国として

も、報酬というふうには言われていますので、それでも、まだまだ国のほうに現実が届いていないの

かなという思いもありましたので、市でできること、それから、国のほうにもしっかり伝えなきゃい

けないことっていうふうに分けて、検討していきたいと思います。

あと、国の検討なんですけれども。実は、介護保険のサービスを含めて、介護従事者が不足している

ということで、国のほうでは、昨年度検討していきました。その中で、たくさん、資格を持っている

人がいて、一度は就職するんだけれども。なぜ、辞めていくんだろうかという、統計を検討部会のほ

うで出されていましたので、その上位５つ、辞める理由について、ちょっとここで皆さんにご紹介し

たいと思います。

１番目の理由なんですけれども。「結婚、出産、育児」。女性が多いということで、やはりここが一番

になるのかなとは思いました。２番目が、「法人・事業所の理念や運営のあり方に不満があった」。３

番目が、「職場の人間関係に問題があった」。４番目が、「収入が少ない」。５番目は「心身の不調」。ご

自身が働いたことで、体調が悪くなったということが上位５つに挙げられていました。

国のほうでは、報酬、処遇改善についても検討していくけれども。やはり、お金だけの問題ではな

いということで、この検討のまとめとして、魅力ある職場づくりキャンペーンという、新たな事業を

立ち上げて、今日、委員の方、何人かお話もありましたが。やはり、福祉の職場の魅力を若者に伝え

ていこうということに力を入れたいということでまとめられていました。

ここはやはり、浦安で実際に働くヘルパーの方ですとか若い方に関心を持っていただくための意識調

査とか意見交換会みたいなお話もありましたね。働く当事者の方も巻き込んで、引き続き、検討会を

やっていけたらいいのかなというふうに思ったところです。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。わかりました。では、部長にまとめていただいて、一つ。

新宅委員：健康福祉部長、新宅です。私の個人的な思いですが。非常に今後、ますます大変になってくるだ

ろうなというのが、実感です。サービスを必要とする方は、今後、ますます増えていき、サービスを

担える人。これも、日本の国の生産年齢人口が、もう極端に減ってきますから、パイが縮小する中で、

なおかつ、ヘルパー等の人材を増やしていかなきゃならない。これは本当に、現実的に厳しいんだろ

うなって思ってます。ただ、そうは言いながらも、そのまま市が何もしないということにはいきませ

ん。今回も、こういう具体的なご提言いただきましたので、担当課と、中身を精査しながら、折り込

めるもの、やれるものを精査をしながら、進んでいきたいと思ってます。

ただ、本当に、厳しいだろうなと、思ってます。全然まとめになんない。ちょっと暗い話をしてます

が、よろしくお願いします。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。どうもありがとうございました。では、これは一応、次年度の委員の方にですね、ぜひ、

この委員会で出たことについてまとめていただきまして。私としては、ぜひ次年度も、このヘルパー

解消不足についての議論を進めていただきたいと思ってますが、それは、次年度の委員の方が決定さ

れると思いますので、事務局のほうからは、その声をよろしくお伝えくださいませ。

あと、大変立派な資料をつくっていただきまして、今年も、非常に、この報酬等々を見ますと、なる

ほどなっていうことが、大変勉強になりました。ありがとうございました。
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それでは、最後の議題にまいります。平成 27 年。今年の４月からの、自立支援協議会のお話、事務

局のほうで、よろしくお願いします。

事務局：はい。事務局が説明いたします。第４回自立支援協議会での協議を経まして、基本的には、現在の

25 年、26 年度のこの組織を引き継いでいきましょうというような話になっております。

そして、運用や各部会での議題等について、これから行われる、第４回のそれぞれの部会で意見を聞

いていこうということになっております。本日は、第４回地域生活支援部会ということで、この地域

生活支援部会を、今後、どうしようかというところをご意見いただければと思います。

組織については、変わらないということで、協議会筆頭にで、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、本人部会の構成をこのまま引き継ぐこととなります。

そして、地域生活支援部会については、就労、住まい、地域定着について、地域での暮らし全般につ

いて、一番幅広いテーマを扱う部会にはなっているんですけども、そのようなことをテーマに、引き

続き協議をしていただくような形に考えております。

あと、合同部会を年２回行い、部会だけでは協議しきれないような内容を、プロジェクト会議という

形で、組織をつくって、議論していただくということも考えております。

来年度の変更というところで、３ページ目８番「会議と議事録の公開」については、訂正をさせて

いただきます。１行目。「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」とありますが、こちらは、「原則、公開とする。」としていただいて、「委員氏名を掲載す

る」は、消してください。以上訂正です。

その下にありますとおり、「ただし、個人情報等に関する事項を協議するときには、会議の全部また

は一部を公開しない」。これは、今までと一緒です。そして、「議事録には、自立支援協議会及び部会

すべて、委員名を記載する団体名のみ表記する」。こちらは、皆さんの、今年度、ご意見もいただきな

がらこの形にしましょうということになっております。来年度からは、個人名ではなく、団体名で議

事録を作成させていただくというところが、運営上の変更ということになります。

少し戻り、６番、委員の選考についてですが、協議会については、要綱に基づき、障がい事業課のほ

うで、基本的には、選考を行うような形になります。部会については、当事者団体さん、福祉サービ

ス事業所の皆さん、関係機関の皆さんにアンケートを実施させていただき、参加希望の有無と、その

希望する部会。あと、その理由等を確認しようということで考えております。

そして、事務局のほうで、人数等、調整させていただき、それぞれの部会のメンバーを検討していこ

うかなというふうに、今のところ考えております。

来年度の内容についてですが、今一通り、皆さんからおうかがいした意見を、来年度の委員の皆さん

に引き継ぐ他に、こういうことも、地域生活支援部会で協議したらいいんじゃないか、ちょっとテー

マが多過ぎるので、ワーキンググループをつくったほうがいいんじゃないか等、ご意見ありましたら

うかがいたいと思います。以上です。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。ありがとうございました。ヘルパーの問題については、次年度の委員の皆さんに伝言い

ただけるということでございます。

そのほかに、「こんなことを検討したらどうか」っていうのがあったら、ご意見をお聞かせいただき

たいと思います。誰か、ご意見のある方いらっしゃいますか。特になければ、次の委員の皆さんが検

討するでよろしいんですか。

事務局：はい。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。わかりました。よろしいですか。それじゃあ内村ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ最後にお願いします。

内村ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ：すみません。NPO 法人フレンズの内村です。先ほどの、人材不足というんですか。これは、
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私どものほうも、実際、このグループホームをやったときっていうのは、本当に何にもわからなくて。

専門職の人がいるわけじゃなし、資格を持ってる方もいなくて。ただ、思い込みですよね。やろうっ

ていう意気込みだけで、一応、やってですね。

それで、集まってくれた方も、ある程度賛同していただいて、興味を持てたっていうこともあるんで

すけど。こういう福祉事業に関してはですね、おそらく、興味がある方のほうが、一般の人に話して

も、よくわかんないと。その代わり、こういう福祉関係をね、ちょっとやってみたいって言う人がね、

結構いると思うんですよ。

専門学校生などに、たまに、研修とか、見学とかですね、来るんですけどね。実際、体験もしても

らって、「やってみたい」って言う方がね、結構やっぱりいるらしいんですよね。それで、そういう方

は、どうして卒業して、いろんなとこに行かないのかなっていうのは、途中でやっぱ考えるらしいん

ですよね。それは周りの環境とかそういうので、また、第三者の声とかね、周りの友だちとか、そう

いうので影響されて、離れていくのかなと思うんですけど。やはり、一応若い方でも「やってみたい」

って言う方が、結構いるので。そういう方を、できるだけ、私どものほうもね、見学とか体験をね、

してもらうということで、「ぜひ来てください」ということで、呼び込みは一応してますので、おそら

く、いい人材ってなると、なかなか難しいと思うので。それはもう、人となりっていうか、その人の

持った素直さとか、そういうのがあれば、続いてやってくれるのかなっていうふうにちょっと感じて

ますので、やはり、人材というのは、もう人となりなので、それを、もうちょっと私どものほうがね、

重んじていこうかなというふうに思ってます。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。どうもありがとうございました。それじゃあ、事務局のほう、なんか連絡事項ございま

すか。ないですか。それじゃあ、任期年度、最後の部会終了いたします。どうもご苦労様でした。あ

りがとうございました。

一同：ありがとうございました。お疲れ様でした。
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議題１資料 平成27 年～29 年度浦安市障がい者福祉計画 パブリックコメント用素案抜粋

第1編 障がい者計画
障害者基本法に定められた「市町村障害者計画」に相当する部分として、障がい者福祉に係

る市の施策を示しています。

○重点的な取り組み

１．自己決定を尊重したサービスの提供

障がいのある人が、自身の望むライフスタイルや人生設計に応じて自己決定を行い、自由に

サービスを選択することを基本に考えたサービス等利用計画の充実を推進し、一人ひとりのニ

ーズに対応したきめの細かいサービスを提供します。

また、サービスの質的・量的充実に努め、事業所の連携を強化するとともに、新規事業者が

参入しやすい環境を整備します。

（１）日中活動の場の充実

重度な障がいのある人が安心して利用できるサービスが不足していることや、地域移

行者の受け入れを進めることなどから、民間の事業者へ側面的支援等を行い、日中活動

の場の充実を図ります。

（２）住まいの場の充実

相談、体験の機会・場、緊急時の受け入れ・対応、専門性、地域体制づくりの機能

を持った「地域生活支援拠点」の整備を推進します。あわせて、民間の事業者に対す

る整備費用の補助の拡充等により、地域に密着した小規模グループホームの拡充を図

ります。

２．ライフステージを通じた支援の推進

一人ひとりのニーズに応じたきめ細かな支援を行うために、サポートファイルを活用して、

乳幼児期から成人期までのライフステージに対応した支援体制を推進します。

３．就労の促進

障がいのある人が希望と適性に応じて就労することにより、社会的・経済的に自立できるよ

うに、障がいのある人が働く環境の整備や就労支援体制の充実を推進します。

４．安心・安全に暮らせるまちづくりの推進

災害時要援護者に対し安否確認や避難支援が迅速に行えるよう、福祉避難所と支援体制を整

備するとともに、広く民間の事業所にも協力を求め、官民協働で災害時の支援にあたります。

５．差別の解消と合理的配慮の推進

障がいや障がいのある人に対する差別や偏見をなくし、お互いに人格と個性を尊重し合う共

生社会の構築のため、障がいの有無にかかわらず相互理解が深まるように、差別の解消と合理

的配慮を推進し、障がいのある人の社会参加の機会の拡充を図ります。
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○施設の体系

３．保健・医療の充実

４．子どもへの支援の充実

５．雇用・就労支援の推進

６．生活環境の整備

１．理解と交流の促進

２．福祉・生活支援の充実

７．自立と社会参加の促進

権利擁護施策の充実

余暇活動の促進

自主的活動の促進

安心・安全に暮らせるまちづくりの推進

移動・交通手段の整備

歩行空間・建築物の整備

就学・進学相談の充実

ライフステージを通じた支援の推進

障がい者雇用の推進

福祉的就労の促進・就労支援体制の充実

施策の方向性 基本施策

日中活動の場の充実

住まいの場の充実

在宅福祉サービスの充実

相談支援体制の充実

虐待の早期発見・防止

差別の解消と合理的配慮の推進

啓発の推進

市民との協働による支援活動の促進

交流機会の拡充

障がいの原因となる疾病等の予防・障がいの早期発見

保健・医療・リハビリテーションの充実

就学前療育・教育の充実

就学後療育・教育の充実

重点

重点

重点

重点

重点
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○施設の展開（抜粋）

施策の方向性２ 福祉・生活支援の充実

（２）在宅福祉サービスの充実

■現状と課題

障がいのある人やその家族へ情報提供やサービスに関する相談を行って、制度の円滑な実

施に努めるとともに、福祉サービス提供事業者へ参入を呼びかけて地域におけるサービスの

基盤整備を行ってきました。

障がいのある人が、障がいの特性に応じて、必要な福祉サービス等が受けられるようにす

るためには、福祉サービスの担い手の確保と資質の向上が欠かせませんが、サービスの担い

手であるヘルパーは、特に夜間や休日等に不足しているのが現状です。また、資質の向上の

ためには、研修の充実が必要です。

引き続き福祉サービスの充実に努めるとともに、障がいのある人が必要なサービスが受けら

れるよう、制度の周知及び支援者の確保とスキルの向上を推進することが課題です。

■取り組みの方向性

①在宅福祉サービスの充実

今後もニーズを的確に把握し、障がいのある人一人ひとりの日常生活を支えるための在宅福

祉サービスの充実を図ります。

「障がい者等一時ケアセンター」では、短期入所、日中一時支援事業を行うとともに、介護

者の疾病等による緊急預かりを行い、障がいのある人とご家族の地域生活を支援します。

②利用者の負担軽減

障害福祉サービスの利用者負担について、その経済的負担を緩和するため、国の動向を踏ま

えながら、利用者負担軽減措置を継続します。

③支援の人材の確保

自立支援協議会を中心に支援者の人材確保のための取り組みを検討します。

障がいの種類や程度に応じた適切な支援を行えるよう、研修の充実を図ります。

医療的ケアをおこなうヘルパーの育成について検討します。

④福祉サービス情報の周知と利用の促進

「障がい者福祉ガイドブック」や相談等を利用して周知を行い、福祉サービス利用の促進を

図ります。
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⑤生活安定のための制度の充実

市の手当・助成制度の周知に努めます。

国・県の年金・手当・制度の周知に努めます。

■主な事業

事業名 障がい者在宅介護支援事業

担当課 障がい福祉課

内容 一時介護委託料等助成、住宅改造費用助成、住み替え家賃等助成を行います。

事業名 日常生活支援事業

担当課 障がい福祉課

内容

身体障がい者緊急時支援事業、寝具乾燥消毒事業、紙おむつ給付事業、ストマ

用装具費用助成、出張理髪費用助成、はり・きゅう・マッサージ費用助成、給食

サービス事業等を行います。

事業名 地域生活支援事業

担当課 障がい福祉課

内容
日常生活用具給付事業、移動支援事業、日中一時支援事業、訪問入浴サービス

事業等を行います。

事業名 障がい福祉ガイドブック

担当課 障がい福祉課

内容

障がいのある人およびその家族に向けた情報提供の一環として、各法令や条例

等で定められている福祉制度のあらましを冊子にして配布し、ホームページにも

情報を掲載します。

事業名 障がい者福祉サービス利用支援事業

担当課 障がい福祉課

内容 障害福祉サービスの利用に係る利用者負担額の全額または一部を助成します。
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事業名 各種手当の支給

担当課 障がい福祉課

内容
市の手当として、重度障害者手当、障害児手当等の支給を行います。

国の手当として、特別障害者手当、障害児福祉手当等の支給も行います。

事業名 自立支援協議会・地域生活支援部会

担当課 障がい事業課

内容
人材の確保等、地域生活支援の充実を図るため協議するとともに、関係機関の

連携を推進します。

事業名 一時ケアセンター

担当課 障がい事業課

内容

短期入所、日中一時支援事業を行うとともに、介護者の疾病等による緊急預か

りを行います。

痰の吸引、経管栄養等の医療的ケアを提供します。
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（３）日中活動の場の充実

■現状と課題

高等学校卒業生等の日中活動の場としては、就労移行支援、就労継続支援、生活介護などの

障害福祉サービスが利用されており、市内の事業所も年々増加していますが、重度な障がいの

ある人やご家族からは、安心して利用出来るサービスが少ないという意見がありました。

そのため、障がい者福祉センターの生活介護の定員を増やしたり、身体障がい者福祉センタ

ーで新たに生活介護と自立訓練を実施するなど、重度な障がいのある人の日中活動の場の拡充

に取り組んできました。

平成 26 年４月に障がい者福祉センターの定員が超過し、生活介護事業所の整備が緊急課題

となったことから、民間の事業者に対する市有地の提供や整備費用補助を創設し、生活介護事

業所の整備を行いました。

また、重度な障がいのある人の日中活動の場を充実するため、就労移行支援、就労継続支援、

生活介護などを運営する民間の事業者が、国の基準を超える人員配置、環境面に配慮した質の

高いサービスを提供できるよう運営費補助を創設しました。

さらには、入所施設や医療機関からの地域移行者の受け入れを進めることなどから、ソーシ

ャルポートセンターに看護師を配置するなど機能強化にも取り組みました。

今後も、日中活動の場を確保するため、計画的な整備が必要です。

■取り組みの方向性

①日中活動の場の充実

「障がい者福祉センター」、「身体障がい者福祉センター」を中心として、質の高いサービス

を提供するとともに、民間事業者への運営費補助も継続し、重度な障がいのある人の日中活動

の場の充実を図ります。

「身体障がい者福祉センター」で、医療的ケアを提供します。

「ソーシャルサポートセンター」、「身体障がい者福祉センター」で、障がいのある人の余暇

活動、生産活動、創作的活動等を提供します。

特定地域活動支援センター経営事業費補助事業により、地域活動支援センターの機能強化を

継続します。

②日中活動の場の整備

高等学校の卒業生等が安心して進路を選択することができるよう、生活介護事業所整備費補

助を継続し、今後の卒業生の人数に応じて計画的に整備していきます。

老朽化している旧福祉作業所等の再整備については、※シビックセンター東野地区整備構想

の中で検討します。

※シビックセンター東野地区…「総合福祉ゾーン」として位置づけられている同地区は、今後も福祉サービスの

機能の集積を図っていくこととしています。
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■主な事業

事業名 障がい者福祉センター事業

担当課 障がい事業課

内容
知的障がいのある人を対象に、生活介護、就労継続支援Ｂ型の事業を行いま

す。

事業名 身体障がい者福祉センター事業

担当課 障がい事業課

内容

身体障がいのある人を対象に、生活介護、自立訓練（機能訓練）及び地域活動

支援センターⅡ型の事業を行います。

痰の吸引、経管栄養等の医療的ケアを提供します。

事業名 ソーシャルサポートセンター事業

担当課 障がい事業課

内容 精神障がいのある人を対象に、地域活動支援センターⅡ型の事業を行います。

事業名 特定地域活動支援センター経営事業費補助金

担当課 障がい事業課

内容

障がいのある人や難病者等を対象に、休日や夜間を含めた生産活動、創作的活

動などを提供するとともに、地域ボランティアの育成や障がいに対する理解促進

を図る地域活動支援センターⅠ型の事業を行います。

事業名 生活介護事業所整備費補助金

担当課 障がい事業課

内容 生活介護事業所の施設を整備する事業者に対し、整備費用の補助を行います。

事業名 重度障がい者支援事業所運営費補助金

担当課 障がい事業課

内容
重度障がいのある人を支援する生活介護、就労継続支援等の事業者に対し、人

員、設備費用等の運営費補助を行います。
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（４）住まいの場の充実

■現状と課題

障がいのある人が地域で暮らしていく上で、住まいの確保は重要であり、これまで、住宅関

係の諸制度の周知・紹介や、グループホーム・入所施設への支援、住宅改修の支援などに取り

組んできました。

アンケート調査結果では、「持ち家」が 64.1％で６割以上を占めており、自宅での居住環

境の向上に資する取り組みが重要と考えられます。

一方、将来の暮らし方で「仲間４～5 人での共同生活」（グループホーム）を希望している

のは、知的障がいのある人が19.2％と最も多くなっています。

障がい者団体等に対するヒアリングでは、「親亡き後」の生活においてグループホームが重

視されており、介護者の高齢化に対応するためにも、グループホームの長期的な整備が必要と

なっています。

これまで民間の事業者に対する整備費用補助の拡充や旧第３教職員住宅の活用などによりグ

ループホームの拡充に取り組んできました。今後も住まいの場の充実を図るため、さらなるグ

ループホームの拡充が必要です。

また、地域生活支援をさらに推進するために、相談、体験の機会・場、緊急時の受け入れ・

対応、専門性、地域体制づくりの機能を持った地域生活支援拠点を市町村に少なくとも１つ整

備するよう国から示されました。これを受け、本市の実情に応じた「地域生活支援拠点」を整

備することが課題です。

■取り組みの方向性

①地域生活拠点の整備

自立支援協議会で具体的な機能を検討し、本市の実情に応じた「地域生活支援拠点」を整備

し、家族との同居、ひとり暮らし、グループホームでの地域生活を支援します。

②グループホームの拡充

整備費用補助を継続し、家庭的な少人数のグループホームの拡充を図ります。

より質の高いサービスが提供できるよう運営費補助、重度障がい者支援事業所運営費補助を

継続し、グループホームの充実を図ります。

障がいのある人が、一時的にグループホームを利用した場合の経費を補助する地域生活体験

事業補助を継続し、地域移行の推進を図ります。

既存の補助事業では対応しきれていない重度の方、行動援護を必要とする方、医療的ケアが

必要な方の住まいについて、また、障がいの特性に配慮したグループホームのあり方について

自立支援協議会を中心に検討します。
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③住宅関係支援の充実

身体に障がいのある人に対し、住宅改修費用の助成を行い、日常生活の利便性を図ります。

市営住宅については、障がいのある人の世帯などは特枠世帯として、抽選の際に抽選番号を

多く割り振ることや、空き室状況に応じて特枠世帯のみを募集区分にするなど配慮します。

民間賃貸住宅の契約にあたり、障がいのある人の世帯と賃貸人の双方の不安を解消するため

の仕組みを構築します。

転居・入居時及び既存住宅の改善への支援を行うとともに、民間活力を活用した優良な賃貸

住宅の供給や、公的賃貸住宅の供給について検討していきます。

④入所施設の支援

市川市、松戸市、習志野市、鎌ヶ谷市、浦安市の５市が広域行政の見地から設立した社会福

祉法人南台五光福祉協会の運営する「もくせい園」（鎌ヶ谷市）、「やまぶき園」（市川市）の運

営の充実を図るための支援を継続します。

■主な事業

事業名 障がい者グループホーム運営費補助金

担当課 障がい事業課

内容

グループホームを運営する事業者に対し、運営費の補助を行います。また、一

時的な利用者の受け入れに対しては、地域生活体験事業として運営費を補助しま

す。

事業名 重度障がい者支援事業所運営費補助金

担当課 障がい事業課

内容
重度障がいのある人を支援するグループホーム等の事業者に対して、人員、設

備費用等の運営費補助を行います。

事業名 障がい者グループホーム整備事業補助金

担当課 障がい事業課

内容 グループホームの整備費用等に対して補助を行います。
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事業名 南台五光福祉協会

担当課 障がい事業課

内容

市川市、松戸市、習志野市、鎌ヶ谷市、浦安市の５市が広域行政の見地から設

立した社会福祉法人南台五光福祉協会の運営する「もくせい園」、「やまぶき園」

の運営を支援します。

事業名 グループホーム等入居者家賃助成

担当課 障がい福祉課

内容 グループホームの家賃の一部を助成します。

事業名 障がい者在宅介護支援事業（住宅改造費用助成）

担当課 障がい福祉課

内容
身体に障がいのある人に対し、居住する住宅の改造に要する費用の一部又は全

部を助成することにより、日常生活の利便を図ります。

事業名 障がい者在宅介護支援事業（住み替え家賃等助成）

担当課 障がい福祉課

内容

民間の賃貸住宅に居住している身体に障がいのある人、知的障がいのある人を

含む世帯が、取壊しなどの理由により立ち退きを求められた場合に、市内の他の

民間の賃貸住宅に転居した場合に要する経費の一部を助成します。

事業名 自立支援協議会・地域生活支援部会

担当課 障がい事業課

内容
住まいに関する支援の充実を図るため協議するとともに、関係機関の連携を推

進します。
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施策の方向性５ 雇用・就労支援の推進

（１）障がい者雇用の推進と就労支援体制の充実

■現状と課題

障がいのある人が自分らしく働くことは、社会的・経済的に自立するための重要な条件で

す。そのためには、障がいのある人の希望と適性に応じた多様な職種や就労形態を提供し、

雇用の拡大を図ることが重要です。

アンケート調査結果でも、働くために必要なこととして、「障がいに合った仕事であるこ

と」が 3１.１％、「周囲が障がいに対して理解があること」が 27.3％と多く挙げられており、

環境を整えることの必要性が指摘されています。

障がい者就労支援センターでは、福祉的就労から一般就労への移行、市内外の企業や事業

所への就職、定着支援、また、就労が困難となった場合の再訓練や離職者支援など複合施設

であるワークステーションの機能を生かし、就労支援に取り組んできました。

また、市及び関連機関での雇用促進の他、民間企業での雇用促進のため、奨励金制度の利

用促進、障がい者雇用の啓発など、障がいのある人が働く環境の整備にも取り組んできまし

た。

今後も、雇用の拡大は必要であることから、雇用の促進と支援体制の充実が求められてい

ます。

■取り組みの方向性

①市及び関連機関での雇用の促進

市及び市の関連機関が率先して障がいのある人の雇用の拡大を図ります。

新規の公共施設については、障がいのある人の雇用に配慮したものとするよう努めます。

②民間事業者での雇用の促進

ハローワークなどの関係機関と連携を図り、民間事業所に対する障がい者雇用について啓発

に努めます。

職場実習奨励金、雇用奨励金の制度を周知、利用を促進し、障がいのある人の雇用の拡大に

努めます。

③就労支援体制の充実と関係機関の連携

障がい者就労支援センターでは、ワークステーションの機能を生かし、ひとりひとりの希望

に沿った仕事や働き方ができるよう支援していきます。

ワークステーションの事業所、特例子会社と連携して、障がい者雇用の理解を呼びかけ、障

がいのある人が一般就労に繋がる懸け橋としての役割を積極的に担います。
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■主な事業

事業名 就労支援センター事業

担当課 障がい事業課

内容
障がいのある人が就労の場や機会を得られるよう、就労相談、就労訓練、ジョ

ブコーチ支援、就職活動支援、職場開拓、定着支援、離職者支援等を行います。

事業名 ワークステーション事業（市役所内）

担当課 障がい事業課

内容
市役所内にワークステーションを設置し、障がいのある人を非常勤として雇用

し、就労の場を提供します。

事業名 雇用促進奨励金

担当課 商工観光課

内容
雇用機会の拡大並びに福祉の増進を図るため、市内に居住する高齢者及び障が

いのある人を雇用する事業主に対し、雇用促進奨励金を交付します。

事業名 障がい者職場実習奨励金

担当課 商工観光課

内容
雇用機会の拡大を図るため、市内に居住する障がいのある人を職場実習に受け

入れた事業主に対し、職場実習奨励金を交付します。

事業名 自立支援協議会・地域生活支援部会

担当課 障がい事業課

内容
就労に関する支援の充実を図るため協議するとともに、関係機関の連携を推進

します。
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（２）福祉的就労の促進

■現状と課題

福祉的就労は、一般就労へ移行するための場として重要であるとともに、多様な働き方を実

現し、障がいある人の日中活動の場を担う点でも重要なものです。

平成 25 年４月に障害者優先調達推進法が施行されたことに伴い、「浦安市障がい者就労施

設等からの物品等調達推進方針」を策定しました。方針に基づき就労施設等の受注・販売の拡

大を推進するため、市内の事業所の製造品等をＰＲする「うらやす市ハンドメイドＢＯＯＫ」

を活用し啓発を行うとともに、販売のための場の確保など就労促進のための取り組みを行いま

した。

今後も、福祉的就労の場の充実を図るとともに、工賃向上のための取り組みを充実すること

が必要です。

■取り組みの方向性

①福祉的就労の場の充実

市の公共施設内にある喫茶店や食堂を障がいのある人が働ける場として提供し、福祉的就労

の場の確保に努めます。

重度障がい者支援事業所運営費補助を継続し、重度な障がいのある人の福祉的就労の場の充

実に努めます。

②就労施設等の受注・販売の拡大

「浦安市障がい者就労施設等からの物品等調達推進方針」に基づき、市及び関係機関からの

発注の促進に努めます。

「福祉フェア」等、定期的な販売の機会や販路の拡大を図り、引き続き工賃向上に取り組み

ます。

■主な事業

事業名 障がい者福祉センター事業

担当課 障がい事業課

内容
知的障がいのある人を対象に、生活介護、就労継続支援Ｂ型の事業を行いま

す。
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事業名 身体障がい者福祉センター事業

担当課 障がい事業課

内容
身体障がいのある人を対象に、生活介護、自立訓練（機能訓練）及び地域活動

支援センターⅡ型の事業を行います。

事業名 ソーシャルサポートセンター事業

担当課 障がい事業課

内容 精神障がいのある人を対象に、地域活動支援センターⅡ型の事業を行います。

事業名 特定地域活動支援センター経営事業費補助金

担当課 障がい事業課

内容

障がいのある人や難病者等を対象に、生産活動や創作的活動などを提供すると

ともに、地域ボランティアの育成や障がいに対する理解促進を図る地域活動支援

センターⅠ型の事業を行います。

事業名 重度障がい者支援事業所運営費補助金

担当課 障がい事業課

内容
重度障がいのある人を支援する生活介護、就労継続支援等の事業者に対して、

人員、設備費用等の運営費補助を行います。

事業名 知的障がい者職親委託事業

担当課 障がい福祉課

内容
知的障がいのある人に対して、一定期間職親が生活指導及び技能習得訓練等を

行い、雇用の促進と職場定着性を高めます。

事業名 うらやす市ハンドメイドＢＯＯＫ

担当課 障がい事業課

内容
就労施設等の受注・販売を拡大するため、製品や受注業務のカタログを作成

し、配布します。
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障がい者就労支援施設等の製品・受注業務のカタログ「うらやす市ハンドメイドＢＯＯＫ」
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第２編 障がい福祉計画
障害者総合支援法に定められた「第４期市町村障害福祉計画」に相当し､障がいのある人が

地域の中で自立した生活を送ることができるよう､総合的な生活支援のための平成29年度まで

の整備目標を明示するとともに､目標達成のために必要な障害福祉サービスや地域生活支援事

業の見込量とその確保のための方策を示しています。

○計画の基本方向

国が示した基本指針に添って、次に掲げる点に配慮します。

１ 障がいのある人等の自己決定の尊重と意思決定の支援

共生社会を実現するため、障がいのある人等の自己決定を尊重し、その意思決定の支援に

配慮します。

また、障がいのある人等が、必要とする障害福祉サービスやその他の支援を受けつつ、自

立し、社会に参加していくことを図ります。

２ 市町村を基本とした身近な実施主体

障がいのある人等が地域で障害福祉サービスを受けることができるよう、市町村が実施主

体となり、福祉サービスを実施します。

３ 障がい種別によらない一元的な障害福祉サービスの実施等

障がいの種別にかかわらず、必要とするサービスが受けられるような福祉サービスを実施

します。

４ 入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等の課題に対応したサー

ビス提供体制の整備

障がいのある人等の自立支援の観点から、入所等（福祉施設への入所又は病院への入院を

いう。以下同じ。）から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援といった課題

に対応したサービス提供体制を整え、障がいのある人の生活を地域全体で支えるシステムを

実現するため、地地域の社会資源を最大限に活用し、提供体制の整備を進めます。
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○地域生活への移行目標

（１）施設入所者の地域生活への移行の推進

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

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

上削減することを目標としています。

【目標達成のための取り組み】

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

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

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

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

補助事業を継続し、グループホーム等の居住サービスの整備に努めていきます。

また、相談、体験の機会・場、緊急時の受け入れ・対応、専門性、地域体制づくりの機能を

持った「地域生活支援拠点」を市町村に少なくとも１つ整備するよう国から示されました。こ

れを受け、本市の実情に応じた「地域生活支援拠点」を整備していきます。

項目 人数 備考

平成 25 年度末の施設入所者数

（Ａ）
56 人

平成 29 年度末の施設入所者数

（Ｂ）
53 人

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

所者の増の差し引き（国の目標は４％以上）

入所から地域生活へ移行する目

標人数（Ｄ）
７人

平成 25 年度末の施設入所者数（Ａ）のうち、グル

ープホーム、福祉ホーム、一般住居へ移行する人数

（国の目標は12％以上）
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○就労の目標

（１）福祉的就労から一般就労への移行者数の目標

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

への実績の２倍以上にすることを目標としています。

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

ら平成25 年度までの就労移行者の伸び率を基に目標値を設定しました。

（参考）平成 23 年度の統計では、一般就労移行者は全国平均の約２．５倍、近隣市の約 3 倍となっていま

す。

（２）就労支援事業の利用者に係る目標

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

実績の60％以上増加させることを目標としています。

①利用者数

項目 人数 備考

平成 24 年度の一般就労移行

者数
21 人

【目標値】平成 29 年度の一

般就労移行者数

30 人

（14％増）
国の目標は平成24 年度の２倍以上

項 目 数 値 考え方

平成 25 年度の就労移行支援事

業の利用者
55 人

【目標値】平成 29 年度の就労

移行支援事業の利用者

88 人

（60％増）
国の目標は平成25 年度末より60％以上増加
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②事業所ごとの就労移行率

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

までに全体の50％以上とすることを目標としています。

【目標達成のための取り組み】

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

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

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

成に向けて就労支援事業の充実を図ります。

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

ある人の就労等の選択の幅を拡大しつつ、支援を行います。

項 目 数 値 考え方

【目標値】平成 29 年度末の就

労移行率が 30％以上である就

労移行支援事業所の割合

50％ 国の目標は50％以上
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○障害福祉サービスの推進（抜粋）

１．訪問系サービスの取り組み

【現状と課題】

訪問系サービスについては、利用動向をふまえながら、今後の地域生活の移行者数を見極め

た目標設定を行い、必要なサービス提供基盤の整備に引き続き取り組んでいく必要があります。

平成 23 年度から、視覚に障がいがあり、移動に困難を有する方を対象に同行援護事業を実

施しておりますが、移動支援を利用している方が多く、実績が見込みを下回っています。

行動援護については、現在、市内にサービスを提供できる事業者が一事業者しかない状況で

す。

また、身体障がい分野に比べ、知的障がい、精神障がいがある人へのサービス提供事業者が

少ないのが現状です。

【利用実績】
（月間）

区 分 単位 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

①居宅介護

時間
見込 3,600 3,750 3,900

実績 3,197 3,407 3,645

実利用人数
見込 120 125 130

実績 152 174 198

②重度訪問介護

時間
見込 1,440 1,800 2,160

実績 1,399 1,279 1,339

実利用人数
見込 4 5 6

実績 3 4 4

③行動援護

時間
見込 675 720 765

実績 534 612 704

実利用人数
見込 15 16 17

実績 13 11 11

④同行援護

時間
見込 240 360 480

実績 62 64 150

実利用人数
見込 20 30 40

実績 3 7 10
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【今後の取り組み】

訪問系サービスについては、法改正や地域生活への移行を推進する観点からサービス需要に

応じたサービス量の確保が必要となってきます。

同行援護については、引き続き制度の周知広報に努めます。行動援護については、ヘルパー

の養成や新規事業者の参入を推奨していきます。

また、高齢者を含めた訪問系サービスを実施している事業者等との連携を検討し、より多様

で多くのサービス提供主体の参画が図られるよう努めるとともに、障がいの種別に関わらず、

すべての障がいのある人が必要なサービスを利用できるよう取り組みます。

【見込み量】
（月間）

区 分 単位 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

①居宅介護
時間 3,900 4,173 4,465

実利用人 226 258 294

②重度訪問介護

時間 2,004 2,672 3,340

実利用人数 ６ ８ 10

③行動援護

時間 768 832 896

実利用人数 12 13 14

④同行援護

時間 260 425 600

実利用人数 13 17 20
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２．日中活動系サービスの取り組み

【現状と課題】

新たに事業所を設置して生活介護事業を行う事業者や、重度障がい者を受け入れて支援を行

った事業所に補助金を交付するなど、側面的支援を行ってまいりましたが、特別支援学校の卒

業生を中心とした重度障がい者の通所施設が不足しています。民間事業者による通所施設は

徐々に整備されていますが、国の報酬制度では人員配置の面等から、重度障がい者の受入れが

難しく、保護者からは公的施設整備の要望があります。

今後も、関係機関等との連携のもとに、地域生活のための総合的な支援体制を確立していく

ことが重要であると考えます。

【利用実績】
（月間）

区 分 単位 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

①生活介護

人日
見込 1,600 1,700 1,800

実績 2,490 2,723 2,995

実利用人数
見込 80 85 90

実績 114 129 139

②自立訓練

（機能訓練）

人日
見込 50 50 50

実績 107 109 111

実利用人数
見込 5 5 5

実績 10 12 14

③自立訓練

（生活訓練）

人日
見込 150 150 150

実績 161 208 269

実利用人数
見込 15 15 15

実績 13 20 21

④就労移行支援

人日
見込 1,200 1,260 1,300

実績 780 773 1008

実利用人数
見込 60 63 65

実績 56 55 72

⑤就労継続支援

（Ａ型）

人日
見込 200 400 800

実績 124 202 280

実利用人数
見込 10 20 40

実績 6 11 14

⑥就労継続支援

（Ｂ型）

人日
見込 1,700 1,700 1,600

実績 1,754 2,417 2,448

実利用人数
見込 85 85 80

実績 102 134 136
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（月間）

＊療養介護は、計画作成時に利用者を見込んでいませんでしたが、法改正により利用対象となる方がいました。

【今後の取り組み】

主に課題である重度な障がいのある人の通所施設の整備については、特別支援学校の卒業生

の状況に応じて３年ごとに中規模な施設を計画的に整備するとともに、今後も民間事業者への

補助等による側面的支援を継続します。 補助においては、安定したサービスの提供のため、

1 日６時間以上のサービス提供を推奨します。

【見込み量】
（月間）

区 分 単位 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

⑦療養介護 人数
見込 0 0 0

実績 5 4 5

⑧短期入所

人日
見込 140 210 280

実績 146 163 297

実利用人数
見込 10 15 20

実績 11 21 27

区 分 単位 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

①生活介護
人日 3,300 3,520 3,740

実利用人数 150 160 170

②自立訓練（機能訓練）
人日 113 115 117

実利用人数 17 20 24

③自立訓練（生活訓練）
人日 264 276 288

実利用人数 22 23 24

④就労移行支援
人日 1,008 1,040 1,056

実利用人数 72 80 88

⑤就労継続支援（Ａ型）
人日 440 500 600

実利用人数 22 25 30

⑥就労継続支援（Ｂ型）
人日 2,880 3,240 3,600

実利用人数 160 180 200

⑦療養介護 実利用人数 5 5 5

⑧短期入所
人日 256 296 336

実利用人数 32 37 42



２４

３ 居住系サービスの取り組み

【現状と課題】

住み慣れた地域である市内に居住系サービス事業所を整備することを目的に、市独自の補助

金制度を創設し、グループホームの整備推進を図ってまいりました。

この３年間で、見込を上回るグループホーム・ケアホームの定員を確保しましたが、今後も

介護者の高齢化に対応するため、引き続き地域生活の基盤となるグループホームを整備推進す

る必要があると考えます。

【利用実績】
（月間）

＊ケアホームに入居している人の「介護サービス」の増加を見据えて、 平成 26 年 4 月の障害者総合支援法の施行

後から、「ケアホーム」が「グループホーム」に 一元化されました。

【今後の取り組み】

市独自の補助金制度の継続や旧第３教職員住宅をグループホームとして転用するなど、新規

施設の開設と既存施設の受け入れ体制の整備・拡充に努めます。

また、相談、体験の機会・場、緊急時の受け入れ・対応、専門性、地域体制づくりの機能を

持った「地域生活支援拠点」を市町村に少なくとも１つ整備するよう国から示されました。こ

れを受け、本市の実情に応じた「地域生活支援拠点」を整備していきます。

【見込み量】
（月間）

区 分 単位 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

①共同生活介護

(ケアホーム)
人

見込 16 18

見込 40

実績 62

実績 20 25

②共同生活援助

(グループホーム)
人

見込 12 16

実績 16 18

③施設入所支援 人
見込 55 56 57

実績 58 56 56

区 分 単位 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

①共同生活援助(グループホーム) 人 80 90 100

②施設入所支援 人 55 54 53



２５

６ 地域生活支援事業（必須事業）の取り組み

【現状と課題】

移動支援事業は、サービス提供事業者の増加やサービスの周知により実績が見込みを大きく

上回るとともに、年度毎に利用実績が伸びています。

法改正（障害者総合支援法）により、必須事業に「理解促進研修・啓発事業」、「自発的活動

支援事業」、「成年後見制度法人後見支援事業」、「手話奉仕員養成研修事業」が加わりました。

「コミュニケーション支援事業」は「意思疎通支援事業」に名称が変更となり、従来の手話通

訳・要約筆記に加えて代読、代筆等や、知的や発達に障がいのある人や、重度の身体障がいの

ある人の意思の伝達の支援など、支援の内容が幅広くなっています。

また、「基幹相談支援センター」を前期計画の目標どおり平成２５年度に設置しました。設

置にあたり、地域の障がい福祉に関するシステムづくりの中核的な役割を果たす自立支援協議

会において、機能等を協議しました。設置後も引き続き自立支援協議会で機能及び実績の検証

を行います。

【利用実績】

区 分 単位 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

①理解促進研修・啓発事業 実施の有無 － 実施 実施

②自発的活動支援事業 実施の有無 － 実施 実施

③相談支援事業

障害者相談支援事業 実施箇所
見込 ２ ２ ２

実績 ２ ２ ２

基幹相談支援センタ

ー
設置の有無 － 設置 設置

市町村相談支援機能

強化事業
実施の有無 実施 実施 実施

住居入居等支援事業 実施の有無 実施 実施 実施

④成年後見制度利用支援事業 実人数
見込 ５ ５ ５

実績 １ １ １

⑤成年後見制度法人後見支援事業 実施の有無 － 実施 実施

⑥意思疎通支援

事業

手話通訳者・要約筆

記者派遣事業

利用件数

／月

見込 30 33 35

実績 30 25 30

手話通訳者設置事業
実設置人数

／月

見込 ２ ２ ２

実績 ２ ２ ２

入院時コミュニケー

ション支援事業
実人数

見込 ４ ４ ５

実績 4 １ ２



２６

区 分 単位 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

⑦日常生活用具

給付等事業

介護・訓練支援用具 件数／月
見込 18 19 21

実績 7 １９ 21

自立生活支援用具 件数／月
見込 52 54 55

実績 25 29 30

在宅療養等支援用具 件数／月
見込 18 19 20

実績 14 30 20

情報・意志疎通支援

用具
件数／月

見込 48 50 53

実績 34 29 33

排泄管理支援用具 件数／月
見込 1,442 1,498 1,557

実績 1,359 1,531 1,557

居宅生活動作補助用

具（住宅改修費）
件数／月

見込 5 6 6

実績 3 ７ 6

⑧手話奉仕員養成研修事業
養成講習

修了・登録

実人数

見込 6 7 8

実績 6 6 8

⑨移動支援事業

実人数

／月

見込 215 230 245

実績 278 323 375

年間利用

時間

見込 26,433 29,077 31,984

実績 27,478 31,333 35,720

⑩地域活動支援

センター事業

浦安市の地域活動支

援センター利用者

箇所

見込 4 4 4

実績 4 ３ ３

実人数

／日

見込 65 65 65

実績 50 43 45

浦安市外の地域活動

支援センター利用者

箇所

見込 ３ ３ ３

実績 ３ ３ ３

実人数

／日

見込 ３ ３ ３

実績 3 3 3



２７

【今後の取り組み】

障がいのある人が、地域で自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、引き続き、

地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な支援を行っていきます。

障がいのある人等の福祉の増進を図るとともに、障がいの有無に関わらず相互に人格と個性

を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現のため、啓発・広報・意思疎通事業にも

力を入れていきます。

また、自立支援協議会で引き続き「基幹相談支援センター」の機能の検証を行い、相談支援

体制の充実と地域の連携に努めます。

【見込み量】

区 分 単位 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

①理解促進研修・啓発事業 実施の有無 実施 実施 実施

②自発的活動支援事業 実施の有無 実施 実施 実施

③相談支援事業

障害者相談支援事業 実施箇所 ２ ２ ２

基幹相談支援センター 設置の有無 設置 設置 設置

市町村相談支援機能

強化事業
実施の有無 実施 実施 実施

住居入居等支援事業 実施の有無 実施 実施 実施

④成年後見制度利用支援事業 実人数 ５ ７ ９

⑤成年後見法人後見支援制度利用支援事業 実施の有無 実施 実施 実施

⑥意思疎通支援

事業

手話通訳者・要約筆記者

派遣事業

実利用件数

／月
30 30 30

手話通訳者設置事業
実設置人数

／月
１ １ １

入院時コミュニケーショ

ン支援事業
実人数 ２ ２ ２

⑦日常生活用具

給付等事業

介護・訓練支援用具 件数／月 21 21 22

自立生活支援用具 件数／月 30 31 31

在宅療養等支援用具 件数／月 20 20 21

情報・意志疎通支援用具 件数／月 33 34 34

排泄管理支援用具 件数／月 1,573 1,588 1,604

居宅生活動作補助用具

（住宅改修費）
件数／月 6 6 6

⑧手話奉仕員養成研修事業
養成講習修了・

登録実人数
9 10 11



２８

区 分 単位 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

⑨移動支援事業

実人数 450 540 648

年間利用

時間
42,750 51,300 61,560

⑩地域活動支援

センター事業

浦安市の地域活動支援

センター利用者

箇所 ３ ３ ３

実人数／日 45 45 45

浦安市外の地域活動支

援センター利用者

箇所 3 3 3

実人数／日 3 3 3



２９

７ 地域生活支援事業（任意事業）の取り組み

【現状と課題】

日中一時支援事業については、身近な地域でサービスを利用することができるよう、市内事

業所の整備を推進してきました。小中高校生の利用については、放課後等デイサービス事業に

移行していますが、そのほかの方については継続して当事業を利用しており、見込みを上回る

利用実績となっています。

【利用実績】

区 分 単位 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

①日中一時支援事業

年間利

用時間

見込 52,063 38,400 28,800

実績 59,380 96,043 77,376

実利用

者数

見込 200 160 120

実績 207 260 248

②訪問入浴サービス事業

年間利

用回数

見込 504 576 648

実績 654 651 864

実利用

者数

見込 7 8 9

実績 9 7 9

③知的障害者職親委託制度
実利用

者数

見込 3 3 3

実績 3 2 2

④パソコン要約筆記奉仕員

養成研修事業

養成講習

修了・登

録実人数

見込 ８ ８ ８

実績 ０ １ ３

⑤自動車運転免許取得・

改造助成事業

実利用

者数

見込 5 5 5

実績 3 4 5

⑥緊急通報電話貸与事業
実利用

者数

見込 13 13 13

実績 13 18 20

⑦障害者虐待防止対策支援

事業
実施の有無 実施 実施 実施



３０

【今後の取り組み】

障がいのある人等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、事業内容を検

証しながら、引き続き市町村任意事業を実施します。

要約筆記奉仕員の養成は県の事業になりましたが、市では引き続き独自に、ニーズの高いパ

ソコン要約筆記奉仕員の養成をすすめていきます。

【見込み量】

区 分 単位 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

①日中一時支援事業

年間利用

時間
85,176 89,544 93,912

実利用

者数
273 287 301

②訪問入浴サービス事業

年間利用

回数
864 864 864

実利用

者数
9 9 9

③知的障害者職親委託制度
実利用

者数
2 2 2

④パソコン要約筆記奉仕員養成

研修事業

登録

実人数
８ ８ ８

⑤自動車運転免許取得・改造費用

助成事業

実利用

者数
5 5 5

⑥緊急通報電話貸与事業
実利用

者数
20 20 20

⑦障害者虐待防止対策支援事業
実施の

有無
実施 実施 実施



議題２資料

課題の整理 改善策

① 人材不足
■採用に関する必要な費用の助成（例：
茨木市介護、福祉事業所人材確保支援
事業補助金）

② 研修・育成への
補助不足

■育成や、資格取得のための費用の助
成（例：東京都港区に介護人材育成支援
の助成金制度、名古屋市の福祉人材確
保支援助成事業等）

■医療的なケアを提供する際に必要な研
修費用の助成（ただし、研修を受講する
職員が研修後、業務に従事する期間の
条件を設定する。（例：研修受講後、1年
間は勤務するなど）

③ 夜間・早朝・土曜日
・日曜日・祝日の

担い手不足

■行動援護と重度訪問介護については、
土日祝日サービス提供加算制度を市独
自で創設する。

④ 重度障がい者支援の
担い手不足

・重度訪問介護
・医療的ケア
・行動援護

■行動援護と移動支援の事業所への報
酬の逆転現象を解消する。

■医療的なケアを提供する際に必要な研
修費用の助成。ただし、研修を受講する
職員が業務に従事する期間の条件を設
定する。（例：研修受講後、1年間は勤務
するなど）

■重度訪問介護でサービス提供した時の
報酬は、人件費で消えてしまい、事業所
の運営コストが捻出できない。重度訪問
介護事業所を増やすために、事業所

に対して重度訪問介護の年間報酬の何
割かを助成する（目的：事業所の運営コ
ストを助成する）。

○介護の資格取得校を併設していますが、生徒を集
めるのも大変です。市などが主体となって、資格を助
ける広報活動などできると、その地域の介護人材不
足も少しは緩和されるのでは？と思います。

○会社説明会や、求人広告など行っていますが、な
かなか募集の連絡も少ない。

○市内でヘルパーのように在宅で支援のできる人を
増やすために、独自の制度を置くなど取り組みをして
ほしい。

■医療的なケアを行うためには研修を受ける必要がある。その研
修を受講するには、1日あたり、￥35,000の費用が発生し、3日間、
その研修を受講する必要がある。1人あたりの研修費用は合計
￥105,000となり、その費用は事業所が負担している。（3日間の研
修に参加した際に、事業所が負担する人件費は、1人あたり
￥31,500である）

■医療的なケアを実施した際の加算は、喀痰吸引等支援体制加算
1人1日あたり、100単位の加算である。（報酬金額：￥1,072）

■行動援護や医療的ケアなどの高い介護スキルが求められるヘル
パーの育成のためには、同行する（２人対応する）期間が長期に亘
り、費用負担が大きい。

○重い障害や24時間365日の対応をする事業所につ
いては求人にかかる費用の一部を負担してくれるなど
も必要ではないか。

■早朝、夜間は基本報酬の25％増、深夜については、基本報酬の
50％増の加算があるが、土曜日・日曜日・祝日にサービス提供をし
た際の加算は無い。

○医療的ケア実施については、研修が必須なので、
研修費の補助や市内の人が受けられる研修先を置く
など法人に負担なく医療的ケアができるヘルパーを
増やせる取り組みをしてほしい。当事業所は研修先と
なっているが、一部補助があるなど実施しやすくして
ほしい。

○現場に一人で行き、すべてに対応しなければならな
い訪問介護は働く側に負担のかかる環境だと思う。
もっと待遇が良くなれば、働こうと思う人も増えるので
はないかと思う。平日18時以降と土日祝日などは割
増しの賃金が支払えるように単価の上乗せ補助のよ
うなものがあるとよい。

■行動援護を提供している事業所は、21事業所のうち提供している
事業所は2事業所だけである。

■医療的なケアを提供している事業所は、21事業所のうち、2事業
所だけである。

■重度訪問介護を提供している事業所は、21事業所のうち5事業
所だけである。

■行動援護をサービス提供するには、3日間の行動援護養成研修
の受講が必要である。（3日間の研修に参加した際に、事業所が負
担する人件費は、1人あたり￥31,500である）

訪問介護事業所実態アンケート結果 訪問介護に関する現状

○登録ヘルパーの高齢化が進み、若い人材がなかな
か確保できない状況の中で、ご利用者様は若い障害
者の方も多くなり、高齢者の方とは違った介助方法
（抱きかかえる等）にスキルがついていかないという
現状があります。

■人材が慢性的に不足している。

○介護保険を主としており障がいサービスをおこなえ
るヘルパーが少ないです。こちらが改善できれば、障
がいサービスをお受けできるかと思います。

○訪問介護員の知識、技術のレベルの低さが目立
ち、給与とのバランスが取れていないと感じていま
す。処遇の改善より、個々の介護技術を上げるような
人材教育システムがあれば、もっと他職種にも誇れる
職種となり、人材不足解消とともに、介護職員の全体
のレベルが高くなるような気がします。理想論で申し
訳ございません。

○採用の費用や人件費に関する費用の補助をお願
いしたい。

■医療的なケアや行動援護など、高い専門性（技術）が必要なサー
ビスを提供できるヘルパーを育成する事業所の困難さ（負担）は、
介護人材不足の背景にある地域課題であり、何かしらの補助制度
が必要だと考える（障がい福祉課）
■育成や資格取得費用を補助する制度は無い。
■採用に関する費用を補助する制度は無い。
■行動援護をサービス提供するには、3日間の行動援護養成研修
の受講が必要である。（3日間の研修に参加した際に、事業所が負
担する人件費は、1人あたり￥31,500である）
■医療的なケアを提供するための研修費用の補助制度は無い。
■医療的なケアを行うためには研修を受ける必要がある。その研
修を受講するには、1日あたり、￥35,000の費用が発生し、3日間、
その研修を受講する必要がある。1人あたりの研修費用は合計
￥105,000となり、その費用は事業所が負担している。（3日間の研
修に参加した際に、事業所が負担する人件費は、1人あたり
￥31,500である）



課題の整理 改善策訪問介護事業所実態アンケート結果 訪問介護に関する現状

⑤ 報酬単価
・重度訪問介護事業、

行動援護
事業を行う
事業所が
少ない理由
の一つでは
ないか。

○就職フェア等に参加していますが、採用につながら
ない。特に、男性スタッフ、非常勤スタッフがいない。

○利用者のニーズが同じ時間帯にある為、多くの人
員が必要になる。

○行動援護や医療的ケアはスタッフへの負担も大き
く、育成に時間がかかり、思うように人を増やせない。
同行をする際も２人対応を認める等あるとよい。

重度訪問介護と居宅介護サービス報酬比

配置職員数の設定は、厚生労働省が発表した月間労働時間

（166時間）及び 実労働時間（移動・事務処理等３０％）を前提に

算出。

行動援護と移動支援の報酬比較

重度訪問介護事業所は、配置職員に給与を払うのが精一杯で

あり、その他にかかる経費の捻出が難しい。（家賃、水道光熱

費、総務・経理等のスタッフ人件費など）

重度訪問介護 居宅介護サービス

報酬単価設定根拠 24時間 365日 3交代制 1日2時間 3回提供

配置職員数 6.28人 1.57人

1回あたりの報酬 58,447円 24,216円

1人あたりの報酬 19,482円 24,216円

21,333,155円 8,838,840円

（58,447円ｘ365日） （24,216円ｘ365日）

配置職員数 3,396,999円 5,629,834円

1人あたりの報酬 （21,333,155円÷6.28人） （8,838,840円÷1.57人）

年間収入

行動援護 移動支援

0：30未満 ¥2,071 ¥2,400

0：30～1：00未満 ¥4,288 ¥4,000

1：00～1：30未満 ¥6,239 ¥5,700

1：30～2：00未満 ¥7,814 ¥7,400

2：00～2：30未満 ¥9,390 ¥9,100

2：30～3：00未満 ¥10,977 ¥10,800

3：00～3：30未満 ¥12,553 ¥12,500

3：30～4：00未満 ¥14,139 ¥14,200

4：00～4：30未満 ¥15,726 ¥15,900

4：30～5：00未満 ¥17,302 ¥17,600

5：00～5：30未満 ¥18,877 ¥19,300

5：30～6：00未満 ¥20,464 ¥21,000

6：00～6：30未満 ¥22,040 ¥22,700

6：30～7：00未満 ¥23,626 ¥24,400

7：00～7：30未満 ¥25,213 ¥26,100

7：30～ ¥26,778 ¥27,800
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議題３資料

平成 27 年度・28 年度浦安市自立支援協議会案

＊組織は、第 4回自立支援協議会での協議を経て、現在の組織を引き引き継いでおります。

運用と議題等については、今後の協議会及び部会での意見を受け、随時更新します。

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。

名称 目的 主な課題

自立支援協議会

障がいのある人もない人も共に暮

らしやすいまちづくりに関し、関係

機関による定期的な協議を行う。

地域課題の整理と対応に関する事項

基幹相談支援センター等の事業についての

検証及び評価

権利擁護部会

障がい者の権利を擁護するための

ネットワーク作りと啓発・広報活動

を行う。

障がい者の権利擁護に係る啓発・広報に関す

る事項

障がい者虐待防止に関する事項

成年後見制度の普及に関する事項

こども部会

生まれてから 18歳になるまでのこ

どもへの支援を協議し、ライフステ

ージに合わせた必要な支援と関係

機関のスムーズな連携を図る。

教育と福祉の連携に関する事項

相談体制の充実に関する事項

相談支援部会

相談事例の検討や課題の解決につ

いて協議し、相談支援事業の充実と

相談支援事業所の連携を図る。

サービス等利用計画等の質の向上に関する

事項

相談支援事業の充実に関する事項

地域生活支援部

会

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。

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

本人部会

当事者間の情報交換を行い、相互理

解を図るとともに、地域課題を提案

する。

情報交換に関する事項

地域課題の提案に関する事項

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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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．プロジェクト会議

部会のリーダー、サブリーダーは、必要に応じ、個別の地域課題等に対応するためのプロジ

ェクト会議（仮称）を招集する。

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

プロジェクト会議 適宜

５．報酬等

自立支援協議会

浦安市の非常勤特別職の基準による １回あたり 会長 9,500 円 委員 9,000 円

部会

１回あたり 5,000 円（報償）

ただし、次に相当する場合は、報酬等の支払いの対象とならない。

・指定管理者、委託事業者、社会福祉法人に所属する委員

・合同部会及び部会で任意に開催するプロジェクト会議

・介助者及び意見徴収のために参加する方
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６．委員の選考

（１）自立支援協議会

要綱に基づき、障がい事業課で選考をおこない、市長が委嘱する。

参考）浦安市自立支援協議会設置要綱第３条

委員の定数は、20 人以内とし、次の各号に掲げる者の中から市長が委嘱する。

①相談支援事業者

②障がい福祉サービス事業者

③保健・医療関係者

④教育・雇用関係機関

⑤障がい者団体・当事者

⑥その他市長が必要と認める者

（２）部会（権利擁護・こども・相談支援・地域生活支援部会）

①当事者団体、福祉サービス事業所、関係機関にアンケートを実施、参加希望の有無

と希望する部会を確認。

②希望者が多い部会は、事務局で人数の調整をおこなう。

③事務局の調整後、団体等の代表に委員の推薦書の作成を依頼し、委員を決定する。

なお、相談支援部会に参加する福祉サービス事業所は、取り扱う議題の内容から、

指定特定相談支援事業所又は指定特定相談支援事業を検討している事業所とする。

また、自立支援協議会の委員は、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。

（３）本人部会

公募。書面（応募動機）と面接により、障がい事業課が選考する。

７．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。

本人部会を除く各部会は、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。

８．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。

議事録には自立支援協議会及び部会全て委員名を記載せず「団体名」のみ表記する。

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。

９．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
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１０．地域生活支援部会の議題

平成 25・26 年度自立支援協議会及び部会の委員で、地域の課題や引き継ぎ事項を協議し、

次期部会に引き継ぐ。

参考）平成 27 年２月までの議題

主な課題 平成 27 年２月までの議題

障がい者の就労に関する事項 ＊就労支援ネットワーク会議等で検討

障がい者の住まい・地域定着に関する

事項

○就労支援センターの実績の報告

○グループホーム等、住まいの場の確保と整

備（事例検討と、地域生活拠点のあり方）

障がい者の地域でのくらし全般に関

する事項

○事例検討

○人材（ヘルパー）不足

○平成 27 年度～29 年度障がい者福祉計画


