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浦安市地域自立支援協議会（第２回全体会）議事録 

 

日時：平成２２年１０月１９日（火） 

午後１時３０分～３時２０分  

場所：浦安市文化会館 大会議室   

 
【出席者】 
松崎秀樹浦安市長、下田直樹会長、高木一郎委員、出羽文明委員、長山かおり委員、猪俣奈緒美

委員、工藤敬委員、古田隆司委員、谷岡智恵委員、森嶋宏治委員、横山奈緒美委員、藤崎広和委

員、中村由美子委員、坂本大樹委員、志賀智子委員、内村好夫委員、竹谷弘美委員、榑林元樹委

員、小林章宏委員、大塚茂委員、西田俊光委員、高橋純子委員、西田良枝委員、田邉明子委員、

鏡則子委員、河野好美委員、本山哲也委員、鈴木健蔵委員、小鍛治周二委員、鶴見仲寛委員、橋

野まり子委員 
 
【傍聴人】２名 
 

事務局：開会 

はじめに、本日は市長にご出席をいただいておりますので、市長よりご挨拶をいただき

たいと思います。 

 

市長：皆さんこんにちは。 

今日は浦安市の地域自立支援協議会第２回全体会ということで、下田会長はじめ皆様には

大変お忙しい中お集まりいただきましたこと、御礼申し上げます。 

また、日頃から障がい者の医療、保健、福祉、教育など様々なご協力をいただきましてお

礼と感謝を申し上げたいと思います。障がい者の自立支援法がスタートしてはや４年経過い

たしました。私達の浦安でもこの間大きな変化がありました。この10月１日、いよいよ千鳥

に障がい者等就労支援センターがワークステーションという呼びやすい名前でスタートいた

しました。これはこちらの就労支援プロジェクト会の皆さんにつけていただいた名前だと伺

っております。あわせてお礼を申し上げたいと思います。いよいよ就労、そしてその就労の

場にせっかく２つの大きな特例子会社が入ったということで、この就労を機に「納税まで」

ということでスタートいたしました。かなり全国の注目を浴びているのではないかなと思っ

ております。そこから先は第２次の実施計画でも盛り込まれておりますけれども、本当の自

立はやはり住まいの問題まで解決しなければならないと思います。つい先日も障がい者をお

持ちの親御さんと話をしました。本当にかなり深刻な状態の中で、私のほうもケアホームあ

るいはグループホームと、そちらの方の勉強も急ピッチでさせていただいているところでご

ざいます。今日は皆様の報告を聞いて失礼しようかと思っておりますが、皆様方の益々のご

活躍、ご健勝をお祈りいたしまして、ご挨拶に代えさせていただきます。本当にありがとう

ございます。 
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事務局：ありがとうございました。それでは今後の進行につきまして、下田会長宜しくお願い致

します。 

 

会長：それでは改めまして、こんにちは。市長の上手い挨拶の後に挨拶しろというのは、大変酷

な話でありますが、全体会ということで、今日皆様にお集まりいただきましてありがとうご

ざいました。 

平成19年４月に浦安市地域自立支援協議会立ち上がりまして、その後色々な暗中模索を繰

り返しながら、いわゆる全体会、幹事会そしてプロジェクト会がそれぞれ立ち上がりまして、

幹事会あるいはプロジェクト会におきましては月１回と言うことで機動的に開催することが

可能となりまして、ただ議論するだけでなくてそれを政策に移していくという、まさに好循

環が実現してまいりました。 

この間、先ほど市長からお話ありましたように、ワークステーションが誕生いたしまして、

このワークステーションの名称を巡っては就労支援プロジェクト、幹事会で喧々諤々と、ま、

そこまでは行きませんけれども、議論いたしまして名前がついたということで、私達の議論

が現実の政策の場に行き始めております。そういうことでいろんな智恵を結集いたしまして

本当に障がいのある方もない方も地域で一緒に住んでいける、あるいは暮らしていける、ノ

ーマライゼーションの実現に向けてこれからも、市長の公約ではございませんが、協働、コ

ラボレーションを進めていきたいと思いますので、どうぞ宜しくお願い致します。 

それでは早速議題に入らせていただきます。ますは議題１ということで平成22年度の地域

自立支援協議会の活動について、幹事会それから各プロジェクトということでそれぞれリー

ダーから発表させていただきたいと思います。 

まず、全体会ということで、お手持ちの資料配布しておりますので、まずは幹事会のご報

告の方からさせていただきます。 

幹事会の開催回数につきましては、先ほど申し上げましたように毎月１回の開催を基本と

しております。この幹事会自体は地域自立支援協議会の全体の舵取り的な役割を果たしすべ

く、各プロジェクト会、既にプロジェクトとしては先ほど申しましたが４つのプロジェクト

会の報告を受けるとともに、各種の協議を進めてまいりました。特に今年度その中でも主要

に議論してまいりましたのは昨年から継続協議しております、障がいのある方の住まいの問

題についてです。この問題につきましては、幹事会の資料をご覧いただくとお分かりになり

ますように、そこには住まいの問題ということで様々な項目が記載されております。この問

題は特に委託相談支援事業所が受けた個別の事例を基に解決に向けた協議を進めております

が、具体的には重度の障がいのある方も含めまして、障がいをお持ちの方が住みなれた地域

で安心して生活して行くために、グループホームやケアホームというものをどう充実させて

行くかと言うことを中心に議論検討を重ねてまいりました。 

現在、浦安にはグループホーム等で開設している事業所が一社、そして入居者の人数にす

ると、女性１名を含めて10名の方が入居しておりますが、これではまだ少ないという現状が

あります。どのようにして市内にグループホーム、どの社会資源を増やすことができるのか

どうか、障がい程度区分や人数をシュミレーションしながら運営に関わる費用等を幾つかの

パターン、様々な自治体での実践例を引き合いに出しながら検証してまいりました。これに
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よりまして浦安市は特に特徴であります不動産賃貸料が高く、初期投資には相当な費用がか

かること、それから運営費用についても現在の報酬単価や、補助制度では重度の障がいをお

持ちの方が入居した場合に、事業者にかかる負担が非常に大きくなるということ。そのため

事業を展開するのが困難な状況にあるということなどが浮き彫りになりました。 

このような状況から市内にグループホーム等を拡充するための方策としまして、初期費用

や運営費など他の市区町村の独自制度を参考に次年度に向けた整備を市で進めていただいて

いるという状況です。 

また東野地区の再整備計画、これは既にご承知の方も多いと思いますがこれにつきまして

は市の報告などを基に利用等について色々な検討を進めておりまして、今後、幹事会を毎月

開催していきますが、そちらで協議を進めて行きたいと考えています。幹事会の日時につき

ましては、資料でお示しした通りであります。 

以上ですが、ご質問はありますでしょうか？一通り報告を進めていただいた後で質疑応答

に行きたいと思いますがよろしいでしょうか？ 

それでは、幹事会の基に 4つのプロジェクト会が動いております。これらプロジェクト会

ということで、順を追いまして、事業者支援・制度プロジェクト、就労支援プロジェクト特

別支援教育プロジェクト、啓発広報プロジェクトの順で、それぞれプロジェクト会でどのよ

うな議論や活動をしてきたかということについて順を追って報告していただきたいと思いま

すがよろしいでしょうか？もし途中でご質問や疑問等ありましたら、報告の途中でも結構で

すのでお寄せいただければと思います。 

それでは事業者・支援プロジェクトですが、これから色々な肩書きをお持ちの方いらっし

ゃいますので、委員またはリーダーという形で呼ばしていただきますので、失礼があるかと

思いますが、ご了承いただきたいと思います。それでは事業者支援・制度プロジェクトとい

うことで、リーダーからお願いします。 

 

委員：平成22年度の活動報告をさせていただきますが、１回プロジェクト会を開催しております。

7月13日です。22年度のプロジェクト会の提言書を提出させていただきました。提言書では

市における諸問題をいくつか取り上げて課題の整理をいたしました。事業所の担い手不足、

拠点整備、報酬問題、行動援護、住まい、深夜早朝の支援、特殊車両の運賃の負担などが課

題になっております。この中で22年度に解決する課題としましては、事業者の担い手不足を

解決するというなかなか大変な問題ですが、人材の確保を行うためには１つの方策として浦

安版の就職フェアをやろうということになりました。これは採用に金がかかるということ、

それから３年間求人を出しても採用ができないと言う事業者の声がありまして、市内の事業

者が一同に会して事業説明会を開催するということになりました。開催について当初は 1１

月 10日を予定しておりましたが、10日は大安ということでホテルの都合もあり、９日火曜

日の午前11時～午後4時までということになりました。場所は多くの方に参加していただき

たいため、わかり易い場所ということで、ブライトンホテルとなりました。詳細につきまし

ては今日配布させていただいたお手元のチラシの通りでございますが、後程事務局から説明

いたしますので宜しくお願い致します。今後の予定につきましては、他の問題を整理し解決

する方策を検討して行きたいと考えております。以上でございます。 
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会長：ご質問等はありますか？また、後程ご質問等あればしていただきたいと思います。それで

は就労支援プロジェクトにつきまして、リーダーの方からお願いします。 

 

委員：それでは報告をさせていただきます。就労支援の方は５月、７月、10月と３回の会議を行

っております。先ほど市長から10月１日にオープンのお話がありましたが、浦安市ワークス

テーションという名前を決めさせていただきまして、10月１日オープンしております。現状

は施設利用振興公社、タオ、リクルートスタッフィングクラフツ、大東コーポレートサービ

スと４社の会社が入って運営をさせてもらっております。既に発表しておりますが、リクル

ートさんは８名の方が内定。全て浦安市内の方でございます。大東さんは実は11月の中旬か

ら始まるものですから、現状４名の採用でございますが、うち３名の方が市内の方です。他

の１名の方は就労支援センターを経由しての採用はさせてもらっているが、市内の方はこの

11名。今後リクルートさんは 40名ほどの障がい者の採用。大東さんは 35から 45名ほどの

採用。計75から85名の採用を予定しています。現状タオの福祉的就労を合わせて、56名の

障がいを持った方がワークステーションで活動を開始いたしました。職員入れまして約 100

名弱。食堂も完備いたしまして厳しく楽しく過ごしております。 

就労支援プロジェクトでは非常に大きなテーマが２つありまして、１つは重度障がい者の

就労支援、２つ目に就労訓練するための訓練内容、業務の確保をどうするか。この２つのポ

イントに絞ってプロジェクト会を進めております。 

重度障がい者の就労支援については 10月のプロジェクト会でほぼ提言が形づくられまし

たので最終的に次に行われます来年２月のプロジェクト会で提言書を作って幹事会に提出し

ようと思っております。２つ目の就労訓練業務確保については、次回のプロジェクトで、も

しかしたら積み残しになって次年度のプロジェクト会での課題となるかもしれませんが、そ

れを打ち合わせする予定です。いずれにしましてもワークステーションができまして、大変

大きく進んだことは事実でありまして、あとはいかに一般就労に繋いでいくか。昨年就労支

援センターができてから 30名を超える方、32名の方が一般就労に繫がっています。より多

くの方を一般就労に繋げて行きたいと思います。市長の指摘通り納税者が一人でも早く出る

ことを目標にがんばりたいと思います。以上です。 

 

会長：ありがとうございました。一通り報告が終わりましたところでご質問をお受けいたします

ので、続きまして特別支援教育プロジェクトのリーダーお願い致します。 

 

委員：それでは私の方から特別支援教育プロジェクト第１回の報告をさせていただきます。７月

６日に開催いたしました。今回の内容としましては、はじめに本プロジェクトの目的、メン

バーもかわりましたので、その確認をさせていただきました。具体的には昨年度は学校教育

を中心にプロジェクト会を実施しましたその中で特に課題として継続審議する項目の中から、

特に学校教育の中で特別支援教育で重点としている事柄。また発達支援に関する支援機関の

役割の明確化について今年度協議して行くことを確認し合いました。その後に３点、まず１

点目は平成22年度まなびサポート事業について、２点目は発達支援に関する支援機関の役割

について。３点目が相談事例について。以上３点について報告及び協議を行いました。 
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最初の平成22年度まなびサポート事業については、平成22年度のまなびサポート事業実

施要綱を基に、各校内支援体制の確立、及び個別の指導計画作成状況等について、また、平

成22年度浦安市教職員研修計画を基に、教職員の資質向上に関する研修会実施計画等につい

て報告及び協議を行いました。その中で個別の指導計画作成状況については年々その必要性

が現場で指摘され、作成率が上がってはおりますが、今後この作成及び活用について報告、

協議をして行くこととしました。 

次に、発達支援に関する支援機関の役割についてですが、発達支援室よりサポートファイ

ルを基にその活用についてや各関係機関の事業について報告及び協議を行いました。その中

で各機関の事業内容の明確化と、連携すなわち活用する方の立場を考えながら、より良い連

携の仕方を今後も協議して行くことと致しました。 

最後に相談事例について報告協議を行い、特にただいま発表いたしました、今回の計画す

る事項として、発達支援に関する関係機関の連携、すなわち園、学校、発達支援室、こども

発達センター、まなびサポートの事業内容及びより良い連携の仕方について、次回のプロジ

ェクト会までに、関係機関で提案することができるよう協議をする場を設け、そしてプロジ

ェクト会の場で報告、協議して行くということを確認して閉会いたしました。以上です。 

 

会長：ありがとうございました。それでは引続きまして、啓発広報プロジェクトと言うことで、

リーダーお願いします。 

 

委員：社会福祉協議会の榑林と申します。啓発広報プロジェクト会についてご報告いたします。

今年度２回実施させていただきました。第１回目の会議では今年度のプロジェクトをどの様

に進めていくかというということで、幹事会の方から提言のありましたサポートブックを啓

発広報プロジェクトで作っていくということを主題として協議を行いました。初めて委員に

なられた方もいらっしゃったのでお一人お一人にサポートブックについてのご意見を伺いま

して、どの様に作っていくかは今後の課題なのですが、このようなものを作っていくという

方向で第１回の会議で皆さんにご了承を得て、第２回目の会議を８月に実施しております。 

この８月の実施時に、地域自立支援協議会とはどういうものなのか、それぞれ何年もやっ

ている委員もいれば、初めての委員もいたものですから、もう一度皆で共通の認識を持とう

と言うことで、まずは地域自立支援協議会について勉強いたしました。地域自立支援協議会

の目指す方向を共通認識した上で、サポートブック、浦安市内の中で障がいがあり、差別さ

れている事例ですとか、皆さんの思いを聞くのに小グループに分かれましてＫＪ法を用いて

色々な意見を出していただきました。これからその意見をまとめて行くところなのですが、

第３回の会議にまとめを行い、その中で実際に皆さんから出てきた「こんなサポートブック

がいいな」という内容を絞り込んでいきながら、来年度に向けて今年度はその骨子を作りこ

んでいけるよう作業を進めているところです。以上です。 

 

会長：どうもありがとうございました。ただいま幹事会と４つのプロジェクト会のご報告が一通

り済んだ訳でございますが、何かご質問ご意見等はありますでしょうか？ 

この地域自立支援協議会は全体会が年２回、幹事会が月１回、プロジェクト会が必要に応
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じて会議を招集しまして、実際議論するだけではなくて実践に移していくというような形で

進めてまいりました。その中で重要なポイントと言うことで本日報告させていただいており

ますが、何かありますでしょうか？ 

先ほど報告いたしました事業者支援・制度プロジェクトでは既にお手元にあります「浦安

就職フェア」というチラシとポスターを作りまして、福祉系の各大学・専門学校、また一般

の大学各種学校に既に送付済みです。横浜で就職フェアを行った際には北海道からも学生が

来たということですので、全国的に告知して行くということで広く配布をいたしております。

また各事業者等におかれましてはご周知の程宜しくお願い致したいと思います。何かござい

ますでしょうか？ 

特に無いようですので、この報告についてはご了解いただけたということで、ここで終わ

りではなく、ここが新たなスタートラインとして、幹事会を中心にまたプロジェクト会でも

これまで指摘された問題や、浮かび上がった課題について精力的に活動続けていく予定であ

りますので、ご一緒に力を合わせてやって行きたいと思います。どうぞ宜しくお願い致しま

す。 

それでは次に、議題２ということで、平成22年度相談支援事業の活動状況報告について事

務局よりご報告をお願いしたいと思います。 

 

【事務局】：改めましてこんにちは。浦安市障がい児・者総合相談センターから平成 22年度相談

支援事業の上半期活動状況についてご報告させていただきます。お手元にスクリーンと

同じ資料を用意しておりますので、そちらもあわせてご覧下さい。これから事例をいく

つかご紹介いたしますが、ご本人が特定できないように多少加工してあることをご了承

ください。 

 

＜スライド２＞ 

浦安市障がい児・者総合相談センターの相談体制はごらんの通りです。相談は24時間365日体

制で受け付けています。 

スライドには常勤６名と記載しておりますが、加えて非常勤２名を配置しておりますのでここ

で訂正させていただきます。 

 

＜スライド３＞ 

いわゆる個別相談事業である、障がい者相談支援事業のほかに、８つの事業を展開しています。

事業内容は５月の全体会でご紹介した通りです。詳細については、お手元の資料の２頁から５頁

をご覧ください。 

８つある事業のうち、今回は「相談支援機能強化事業」について説明します。昨年度の自立支

援協議会のプロジェクト会議において、委員の方より、相談機能を担っているそれぞれの事業所

内で困難ケースを抱え込み、対応しきれていないという現状と、それに対して地域の相談機能を

充実させるために相談支援プロジェクトを立ち上げてはどうかというご意見がありました。例年、

簡単にご説明申し上げていた「相談支援機能強化事業」ですが、この事業がまさに地域の困難事

例の解決を目的とした事業です。今回詳しくご説明させていただくことで、委員の皆様を通じて
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地域の皆様にも知っていただき、活用していただければと思います。資料２と追加のパワーポイ

ントの資料をご覧ください。 

 

＜スライド４＞ 

相談支援機能強化事業では、「専門職の配置」「個別事例を通じた他機関の支援者への相談支援

強化」の２つが厚生労働省のモデルで示されています。当センターではそれに加えて「勉強会等

の開催による地域の支援者の学びの場の提供」の３つを行っています。 

１つ目の「専門職の配置」ですが、総合相談センターでは、相談支援専門員や社会福祉士など

の資格を持った相談員を配置しています。 

２つ目の個別事例を通じた相談支援強化は、後ほど具体例を用いてご説明します。 

３つ目の、勉強会については、今年度も「心の病についての勉強会」を開催しました。地域の

福祉・医療・教育関係の支援者に向けて実施し、思春期・青年期の心の問題に対する理解や対応

の仕方を学ぶ場の提供を行いました。さらに今後、介護保険対象者が障害福祉サービスも併用す

ることで必要なサービスが受けられるよう、障がい福祉施策に対する知識の少ないケアマネージ

ャーの方々を対象に、障がい福祉サービスの制度説明会を開催する予定です。 

 

＜スライド５＞ 

個別事例における具体的な実践事例をご紹介します。対象者は要介護５、身体障害者手帳１級

の難病をお持ちのＡさんです。相談員は、担当ケアマネージャーに対する障がい福祉サービスの

利用助言、支援体制構築にあたって提言を行い、Ａさんに対する支援の強化を図りました。Ａさ

んの概略はお手元の資料の３ページをご覧ください。 

実践の１つ目は、障がい福祉サービスの利用に関して助言をしたことです。Ａさんは痰吸引や

呼吸の問題など、24時間いつ支援が必要になるかわからない状態でした。常時介護・見守りが必

要となります。介護保険サービスでは不十分であり、障がい福祉サービスを上乗せして支給決定

を受けるために必要な手続きを助言しました。 

 

＜スライド６＞ 

実践の２つ目は、退院前の病院とのカンファレンスに同席したことです。Ａさんの在宅生活に

おいては、万一の体調急変時に備えて、医療体制の確立が不可欠でした。ケアマネージャーに在

宅生活において必要な視点を伝え、退院前の病院とのカンファレンスの際には相談員も同席して、

医療機関に対して在宅生活を送る上で医療側に準備しておいて欲しい点を伝えました。 

具体的には、いつ体調急変が起こるかもわからないご本人に医療面のセーフティーネットとし

て、入院できるベッドを確保しておくこと。在宅生活を希望するか否かを明確に意志表示しない

ご家族に対して、在宅生活における家族の介護負担と在宅生活の希望の意思確認をすること。在

宅生活に必要な資料等の整備の３点でした。 

 

＜スライド７＞ 

実践の３つ目は、在宅生活における支援体制の整理です。在宅生活がスタートしましたが、家

族の中で主たる介護者である妻の疲労が蓄積して、精神状態も悪化してしまいました。長女家族
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は実質的な介護も担えません。本人に必要な介護が行き渡らないことが懸念されたことと、家族

の心理的な負担軽減のためにも、介護者が休めるように本人が一定期間入院する「レスパイト入

院」を選択しました。 

しかし病院内では24時間の付き添いが必要でした。そこで、本人のことをよく分かっている人

が付き添うことができる「コミュニケーション支援事業」の利用を検討しました。そこで制度の

成立に関わった当センターが、病院内でのコミュニケーション支援事業の利用が制度として成立

していった背景をケアマネージャーに説明し、制度利用に向けて支援を行いました。 

その間に関係機関でカンファレンスを行い、支援体制の見直しを行いました。主体的に意思決

定を打ち出せない家族に対して、選択肢を提示することで意思決定しやすいように関わり方を見

直しました。また、支援者が妻の精神的な問題に巻き込まれ、結果妻の依存や不満の発散を増長

させていることを懸念して、電話の対応時間など支援の枠組みを作り、妻への支援担当として地

域包括支援センターに支援に入ってもらうよう助言。ケアマネージャーが１人で抱え込まず皆で

支える体制を取ることを提言しました。 

 

このように、個々の事例を通して、地域の支援力を高めるための取り組みを行っています。支

援者の支援力が高まることで、地域全体の問題解決能力も高まり、当事者の方々のより良い生活

に反映されることと期待しています。 

 

＜スライド８＞ 

では、相談支援事業の根幹である、個別相談支援、障がい者相談支援事業の平成22年度、上半

期の実績報告を致します。 

 

＜スライド９＞ 

相談員は日々の記録と統計を取り、その統計データは障がい福祉課に提出しています。これか

らご説明しますデータも、これらの日々の記録から蓄積された数字をもとにしております 

まず、相談実人数の平成15年度からの上半期６ヶ月ベースの推移です。相談実人数は157名で

した。毎年微増でしたが、昨年度より 28名と大幅に増えています。昨年度と比べて増えたのは、

サービスや制度に関する問い合わせです。特に、お子さんの療育やサービスに関するご相談が多

い傾向があります。また、昨年度下半期から続いている傾向ではありますが、生活支援が必要で

あるということで就労支援センターから当センターに紹介されるケースも変わらず増えています。 

 

＜スライド10＞ 

平成22年９月末時点での、相談利用者の年齢分布はご覧の通りです。成人の方のご相談は75％

以上を占め、その中でも特に 20代～40代の成人の方が多くなっています。関係機関からの紹介

のケース、例えば、障がい者福祉センターに通所されている方で健康や家庭状況に課題があった

り、就労支援センターに就労の相談に行ったが生活上の課題あるということで総合相談につなが

った方、特別支援学校を卒業し、生活スケジュールや活動先など環境に変化のあった方に対する

ご支援が増えています。 
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＜スライド11＞ 

相談利用者 157名の障がい種別の割合はごらんの通りです。３障がいの相談窓口であること、

また、障がい児・者の家族や高齢者、障がい者手帳を持っていないけれども支援が必要な方など、

幅広い方々の相談を受けていることがお分かりいただけると思います。知的障がいの中には、発

達障がいを併せ持つ方も含めています。その他の割合が多くなっていますが、これは障がい当事

者のご家族からのご相談や、障がいが疑われるお子さんのご相談、また成人になってから知的障

がいや発達障がいが疑われ、「自分自身に障がいがあるのか知りたい」とか、「就労に際して障が

い者手帳を取得したい」というご相談が多いためです。ご支援する中で、実際に手帳取得に至っ

た方、取得に向けて動いている方もいらっしゃいます。 

 

＜スライド12＞ 

対応した延べ人数は7,649名で前年度と比べて17％も増えています。昨年度同様、今年度上半

期も、知的障がいの方への対応が多くなっています。これは、自傷や他害など問題行動に対応す

るケースや、ライフステージの変化に伴いサービス利用計画を作成するケースが多くあったため

で、関係機関と密接に連携を取って情報の共有や支援方針の共有を図ったり、現場へ出向いてア

セスメントを行うなど、とりわけきめ細かな対応が必要なケースが多かったためと考えられます。 

 

＜スライド13＞ 

次に、相談件数 7,649件に対しての、相談対応内訳です。相談者が誰であったかを示していま

す。個別相談の内容が複雑化してきており、様々な関係機関との連携が多くなっています。また、

相談利用者における成人の割合が多いことから、ご本人が直接ご相談される割合も多くなってい

ます。 

 

＜スライド14＞ 

相談活動の相談形態は、ご覧の通りです。 

月平均 112回の訪問、専門機関への同行の回数となっています。来所相談や機関との連携・関

係者会議の回数が昨年度に比較して増えています。関係機関と連携し情報や方針の共有が必要な

ケースが増えていることはすでにお伝えしたとおりです。また、特に来所相談は21年度上半期の

月平均回数が50件に対して、22年度は月平均62回と増加しています。 

 相談される方は様々な困難や悩みを抱えています。複雑に絡み合う課題に対しては、まず１つ

１つの課題を整理して、どこから解決していくか検討していく過程が必要です。この過程では、

初めて相談に来る利用者が抱える不安や心配の気持ちに配慮しながら、自身の抱える課題に立ち

向かう相談利用者が少しでも安心・集中してお話できる環境の中で行えるよう心がけています。 

 最近のご相談の傾向として、複雑な家庭状況の方が多く、自宅よりもむしろ事務所に相談に来

てお話しすることを希望されたり、面接初期にはご自宅でお話しすることに抵抗をもたれて来所

を希望される場合が多く見られ、来所の件数が増えています。 

 訪問や同行を重視し、積極的に地域に出向く姿勢は変わっていませんが、相談の初期や課題の

整理や見直しの際には特に、このように、来所面接の重要性は高くなります。 
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＜スライド15＞ 

相談対応が行われた時間帯です。窓口開設時間内が5,514件、時間外が2,135件。早朝、夜間、

深夜、休日対応は月297件となっています。時間外対応の割合は21年度上半期の32％と比べて、

22年度は28％に減少しています。相談対応件数は増加していますが、精神障がいや精神症状のあ

る方に対する支援が構築されたことにより、夜間や深夜早朝の電話相談の回数は増えることなく

安定していることが、時間外対応の割合が減少した要因と考えられます。 

 

＜スライド16＞ 

相談利用者が、最初に相談に来られた時の「主訴」、困ったこととしてお話しされた内容を上位

３つまでカウントしたときの分布図です。 

多くの相談は、複数の事柄が絡まっていますので、今回は１人の相談利用者からの主な相談内

容、上位３つに絞って分析を行いました。その内容はご覧の通りです。初回は、「家族関係」「就

労」「生活設計」についての相談が多くなっています。 

 

＜スライド17＞ 

初回相談内容を受けて、相談員がアセスメントした結果です。初回相談に比べ領域は広がり、

相談利用者が直面している課題がより浮き彫りになっています。 

ご本人やご家族の相談したい事柄の背景には、最初の主訴に加え様々な課題や要因があります。 

ご本人のより良い生活を実現するために支援が必要と考えられる場合には、ご本人やご家族と認

識をともにしながら、それらの課題にも対応していきます。 

 

＜スライド18＞ 

では、相談員は、相談内容を吟味した結果、どのような支援策を講じたのでしょうか。 

どんな相談対応でも、情報提供は必須となってきますので、情報提供が断トツのこのようなグラ

フになります。様々な情報提供をした結果、手帳や年金の申請や、福祉サービスの導入、調整、

専門機関への同行、家族調整など、様々な対応に広がっていきます。 

その中で、多様な機関と連携し、役割分担をしながら支援していくケースが多く、「機関連携」

の数も突出しています。 

昨年度と比較して増えているのが「家族調整」「アドバイス、つまり専門職としての助言」です。

後ほどの事例でもご紹介しますが、多くの事例では問題解決にあたって当事者と家族との関係を

調整したり、家族とも現在抱えている問題に対する認識を共有するところからはじめる必要があ

ります。そのために、障がい特性や障がいに対する知識をわかりやすく説明したり、対応の仕方

の提案を専門職としての視点から「アドバイス」する場合もあります。事例としては１ケースで

あっても、ご本人だけでなく、お父さん、お母さんと、それぞれに面接や電話相談を行っている

のです。 

また、「モニタリング」も増えています。これは、今年度上半期に多かった問題行動のある知的

障がいの方への支援が、実際円滑に行われているか、現場に出向いて確認したことや、問題が収

束して直接的なご相談はなくとも、いつでも何かあったときのために対応していけるように、適

宜状況を確認していく利用者さんが多いことが要因として考えられます。 
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＜スライド19＞ 

９月末時点での相談状況です。157名の相談利用者のうち、約半数が終結しています。 

 

＜スライド20＞ 

では、代表的な相談事例とそこから見える地域課題をご紹介します。資料の７ページをご覧く

ださい。 

事例１は「ケアホームやグループホームを必要とする人たちへの支援」です。ここからは「暮

らす場所がない、住まいが無い」という課題が見えてきます。これについては後ほどご紹介する

事例でご説明します。 

事例２は「痰吸引、経管栄養、人工呼吸器による呼吸などの医療的ケアが日常的に必要な方へ

の支援」です。痰吸引や経管栄養、血中の酸素飽和度のモニターや発作時の対応など、24時間の

医療的ケアが必要な状態で「退院」を告げられた重度心身障がいの方のご相談です。在宅生活の

リスクの説明も不十分で、在宅を支える社会資源の調整も整わない中、家族が寝ずに24時間の介

護をすることは可能でしょうか。 

この事例から見える地域課題は「医療的ケアが必要な方の生活の場は？療養介護の必要性」で

す。医療的ケアが必要な方は、施設も数年待ち、在宅生活を支える社会資源もなく、在宅でも施

設でも行き場がないのが現実です。医療的ケアを必要とする方に食事や入浴、社会参加活動支援

等を提供する「療養介護」が立ち上がることが求められています。 

 

＜スライド21＞ 

事例３は「転居後の母の孤立」です。市内に転入して以降、発達障がいが疑われる子どもと２

人、どこにも繫がれずに孤立して精神的に追い詰まった日々を送っているお母さんからの相談で

す。 

この事例から見える地域課題は、「子ども発達センターの機能強化の必要性」です。障がいのあ

る子ども達が最初につながる社会資源であるこども発達センターは、初回面接まで２～３ヶ月待

ちの状態。その間にお母さん方はどこにもつながることができず孤立、個別相談でもお母さん自

身の相談は時間がなくてできないと聞きます。特別支援教育プロジェクト会でも議論されていま

すが、保護者のニーズに対応できるような相談枠を広げる等の体制強化が必要と思われます。 

事例４は「増え続ける糖尿病による健康管理が必要な高齢期の障がいのある人たちへの支援」

です。衝動性や物事の理解度など知的障がいの特性や、保護者の高齢化などの家庭状況から、地

道な食事管理ができずに糖尿病等の健康管理が必要な方々が増えています。 

この事例から見えるのは「健康管理について学ぶ機会の必要性」です。抽象的で理解しにくい

健康管理の必要性を理解するには、当事者同士が集まってお互いの病気や困ったことなどを語り

合いながら専門職の説明を受けるグループワークの場が必要なのではないでしょうか。健康課題

が噴出する前の若年のうちから、その必要性を啓発する取り組みが重要だと思われます。 

 

＜スライド22＞ 

事例５は「閉鎖的な家庭」です。長年家族で抱え込み、気が付いたら社会とのつながりがほと

んどないまま本人も家族も高齢になり、経済面、健康面、生活スキル、さらに親なき後の生活設
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計など様々な課題が山積みになっていました。 

この事例から見える課題は「地域の中の孤立化、支援につながらない当事者・家族」です。地

域の人間関係の希薄化が叫ばれる中で、家庭内で問題を抱えるこの事例のようなご家庭は多いの

ではないかと思われます。特に浦安の地域特性上、地域の中で孤立しているご家庭は多いのでは

ないでしょうか。支援に繫がるよう粘り強いアウトリーチ型の働きかけが必要です。 

事例６は「精神障がいに対する社会的な理解の不足」です。社会的な成功に価値観を置く父か

らのプレッシャーを無意識のうちに感じている統合失調症の男性は、必死に働きたいと希望する

反面で、緊張や焦燥などの精神症状が激しくなっていました。 

この事例から見える地域課題は、「家族の精神障がいへの理解の難しさと社会的価値観」です。

この事例のお父さんの持つ価値観は、社会一般の価値観を反映していると考えられます。一般的

な社会的成功と外れていることは、想像以上に強いプレッシャーです。その圧力の中で精神障が

いのある方々は生きていることを、もっと強調してよい事実なのではないでしょうか。少し大き

なテーマになりますが、個人個人にあった生き方を選択できる社会が実現されることが求められ

ます。 

 

＜スライド23＞ 

では、ここからは毎回ご紹介している紙芝居仕立てでの相談員の動きをお伝えします。今回は

地域課題についても加えてお伝えします。長年の施設での生活から地域での自立生活を希望して、

自らの足で一歩を進み始めた、Ａさんです。 

Ａさんは身体障害者手帳１級をお持ちで、脳性まひがあります。母と妹夫婦と暮らしています。

自力歩行が困難で、手すりにつかまっての５分程度の立位の保持なら何とか可能。地図を見て目

的地に行く等の方向認知は難しくかなり時間と練習が必要です。 

Ａさんは５歳のとき施設に入所しました。病気を治すために２年くらいで家に帰るよと言われ

ていましたが、浦安に戻ったのは 18歳。その後精神的な問題が生じて20代半ばで再び入所。30

代になった今まで、人生の半分以上を施設で生活してきました。 

 

＜スライド24＞ 

施設での生活が長かったＡさん。「自分の障がいが治るまで暮らすところと思って」いたけれど、

一方では「どうして私はここで暮らすんだろう」「いつになったら帰ることができるんだろう」と

思いながらの施設生活。その生活を「何も考えずに暮らしていけて楽だった」と振り返ります。 

 

＜スライド25＞ 

ある日Ａさんは、Ａさんと同じく脳性まひの障がいを持つ先輩のご自宅を訪問しました。とも

に脳性まひを持つ先輩夫婦は、一軒家に住み、ヘルパーさん、ボランティアの方々など、色々な

人の支援を受けながら、自分自身で決めた生活を暮らしていました。 

 

＜スライド26＞ 

そんな先輩夫婦の様子を見て、Ａさんは家族から離れて先輩のように一人暮らしをして、自分

の家を構えたいと思うようになりました。それまで、家族がＡさんのほぼ全ての介助を担ってい
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ましたが、それは家族のペースがあっての暮らし。先輩のように自分で自分の介助者を作ってい

くことで、自分のペースで暮らしたいと思うようになりました。 

Ａさんと相談員は、この目標を共有し、一緒に自立した生活のためのケアプランを考えました。

その１つが「浦安市障がい者等一時ケアセンターの利用」です。 

自立した生活をシュミレーションしての宿泊利用です。喫茶店でコーヒーを飲んで、近くのス

ーパーで夕食の買い物、支援のスタッフと一緒に夕食を作り、自分の寝たい時間に寝ることがで

きます。施設で生活したことのない人にとっては当たり前の生活のように思えますが、Ａさんは、

「これまで家族の介護負担軽減と思って施設の短期入所を使ってきたけれど、一時ケアセンター

を利用して自由な暮らしを知ってしまった」と衝撃を受けていました。 

「決められた時間に寝起きし、決められた時間に決まったメニューの食事を食べ、毎日予定さ

れたプログラム通りの活動しかできない施設と違って、自分が出かけたいときに出かけ、食事の

内容を自分で考えることができる。つまり、自分のペースで暮らすことができる。これが普通だ

ったのではないだろうか。施設ではトイレに行くのに20分待つ生活だった。食事の時間が決めら

れた生活は希望する生活ではない」とＡさんは振り返ります。 

 

＜スライド27＞ 

一時ケアセンターを利用してＡさんの「自立したい、先輩のようになりたい」という思いはま

すます強くゆるぎないものになっていきました。しかし、身の回りのことを自分ですることがで

きないＡさんにとっては、先輩のように生活をするには、身の回りのことをする練習が必要です。 

Ａさんと相談員は２年間かけて「練習」するプランを考えました。しかし実際に「練習」するに

は、家と同じような環境で、一人で練習することができる場、つまりケアホームやステップハウ

スのような形態の住まいの場が必要です。 

しかし、浦安には身体障がいがあり介護が必要なＡさんが入ることのできる住まいの場はあり

ません。相談員には、Ａさんだけでなく、他にもケアホームができることを心待ちにしている相

談利用者の姿が浮かびます。 

 

＜スライド28＞ 

どうすればケアホームができるのか。まずは建物がないと始まりません。相談員は、地域自立

支援協議会の委員でもある商工会議所に出向き、不動産部会の部会長さんにご意見を伺いました。 

 

＜スライド29＞ 

もし、建物があったとしても、そこに人がいなければ実際のケアホームはできません。どんな

人が利用するのか、それに対する支援はどのようなものが必要なのか。使える制度はないか。相

談から見えている事例を通して、ケアホーム運営のシミュレーションを作成し、住まいに関する

集中的な議論を行っている幹事会に資料を提出。幹事会では白熱した議論が展開されました。 

想定される利用者は、いつどのような支援を必要とするのか、そのニーズに対応するために一

体職員は何人、何時間必要なのか・・・シミュレーションを行って試算を出してみました。する

と、重度障がい者４名定員のケアホームの単独運営では、年間1,000万円も赤字になってしまい、

経営することが非常に難しいことが分かりました。 
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＜スライド30＞ 

しかし、それでも相談員はあきらめません。浦安と同じ都市部で、ケアホームの先駆的地域と

言われる横浜の関係者に、取材の依頼や聞き取りを行い、どのように運営しているのか実態を把

握しました。 

横浜の関係者の方は、「住まいを「やる」と言う人を見つけることが重要で、その人たちと具体

化していくべき。支援者の生活を考えると運営的には立ち行かないからこそ、困難に負けずに長

年にわたって立ち向かっていく意志を持った人を作り出すことが大切である」とおっしゃってい

ました。 

「住まいの場を作るということは、住む方の生活を支えるだけでなく、人生を支えるというこ

と。人生を支えるからこそ、その方の安心、安定した生活を保証しなくてはいけない。安心でき

る生活を維持するためには、それを支援する支援者の生活の安定をはかるためにも、事業として

成立することが必要ではないか。ケアホームに住む方とそれを支援する方の生活は両輪の軸であ

る」と考えている幹事会としては、支援者の生活や、事業所の運営を考えずに住まいの立ち上げ

を推し進めることはできません。 

 

＜スライド31＞ 

幹事会で検討している地域生活を図にしたものです。障がいのある当事者も、それを見守る家

族も、住まいを運営する事業者も、誰もが安心できる仕組みがあることで、安定した地域社会が

実現するのではないでしょうか。その仕組みとして、厚生労働省が来年度の障がい者施策で事業

化を検討している「暮らし安心支援センター」が挙げられます。 

そこに暮らしている利用者が急病になったときなど、自分では対応しきれない事態が起きたと

きには、緊急のサポートが必要です。グループホームやケアホームに職員はいますが、他にも利

用者がいて、職員配置にも余裕がない中、対応しきれない場合もあります。また、緊急時にサポ

ートが必要なのは、アパートやマンションで単身で生活している方や、自宅で生活している方も

同様です。何かあったとき・いざというときに、24時間の緊急コールへの対応が可能なセンター

があれば、当事者も家族も安心して地域生活を送れると思います。また、住まいを運営する事業

所にとっても、地域にバックアップ機能があることで、安心して事業所運営をすることができま

す。 

また、「暮らし安心支援センター」は、地域生活になくてはならない 24時間の相談支援や訪問

看護、自宅からケアホームやグループホームへの移行、近隣トラブルや契約等、住まいに関する

様々な支援を行います。まさに「地域生活における拠点」であり、皆にとってのセーフティーネ

ットです。 

 

＜スライド32＞ 

浦安には様々な社会資源が立ち上がっています。外出支援、就労支援、日中一時支援、自立訓

練施設・・・これらはどれも、地域生活を送る障がいのある方に対して必要な支援です。 

しかしその一方で、現在、浦安に住まいの社会資源がないことで、約50名の方々が、市外のグ

ループホーム・ケアホーム・入所施設で生活することを余儀なくされています。皆、もともとは

浦安にお住まいの方々だったのです。 



 15 

国も「暮らし安心支援センター」構想をモデル事業として積極的に推進しています。市外での

生活を余儀なくされている方、市内に住まいができることを心待ちにされている方々がたくさん

います。現在、当センターの課題としてご報告させていただくとともに、幹事会のテーマでもあ

る住まいの資源が 1日も早く、一軒でも多くできるために、皆さんと連携し、浦安が「障がいの

ある人もない人もともに暮らしやすい街」に一歩でも近づけたらと思います。以上で報告を終わ

らせていただきます。ご静聴ありがとうございました。 

 

会長：ご報告ありがとうございました。地域課題ということで様々な課題が浮き彫りになってい

るのがわかりますが、ただいまのご報告について何かご質問はありますでしょうか？ 

 

委員：現在住まいが無くて50名の方が市外の施設で暮らしているとありますが、これはどの様な

データでしょうか？ 

 

事務局：はい、確か幹事会の場だったと思いますが、障がい福祉課から提出されたデータから数

字を拾わせていただきました。入所施設に入っている方とグループホームに入っている方

の数字です。 

 

会長：他に何かありますでしょうか？率直にどしどしご意見出していただきたいと思います。こ

の協議会で住まいをつくって行きましょうということですので。 

 

委員：先ほど紹介していただいた資料集の事例６の方、精神障がいに対する社会的理解について

ですが、我々も精神障がいの方の支援をしておりますので、お話しさせていただけたらと思

います。この文章の中でご本人の病識がないということと、現在お父さんに対して理解を深

めるという関わりを持たれているということで、こちらに説明いただきましたが、我々も外

になかなか出られないので、こういう方たちを本当にサポートしきれていないのは本当に申

し訳ない限りではありますが、一方で私どもの方でもご家族を対象にした心理教育であった

りとか、あるいは例えばもしお父さんがいらしていただけれるのであれば、こんな人たちが

いるのだということを実際に見ていただける機会にもなるのかなと、いう風に我々も思って

おりますので、もしこういう方がいらっしゃったら、是非ソーシャルの方に一度お越しいた

だけるとか、あるいはもしお越しいただけないようであれば色々な情報提供、お互いにわか

らないところや、我々しか知りえない情報もあるかと思いますので、そういったところを情

報共有していく形で、お互いにいいサポートができればいいと思っておりますので、宜しく

お願い致します。 

 

事務局：ありがとうございます。 

 

委員：データの資料５ページのパワポ９ですが、これは国のモデルケースだとおっしゃいました

か？ 
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事務局：国のモデルケースなのですが、「訪問看護24時間支援」と書いてありますが、「訪問看護」

だけは国のモデルケースに入っていません。 

 

委員：自分も幹事会の委員でありながら質問するのはおかしいのですが、パワポ９と10について

ですが、幹事会では今これを例えば来年なら来年あたりに何かの形で持って実現しようとい

うことで進んでいるという理解でいいのですか？それとも言いっ放しということですか？こ

ういうものがあって、やる人を見つければいいのよというだけの話で終わるのか？前回幹事

会を欠席したので、わからなくてすみませんが、どういう方向でしたか？ 

 

事務局：今日の発表は事務局としてはこんな課題が見えていますと言うことで発表していますの

で、幹事会としては幹事長か障がい福祉課長に方向性をお答えいただいたほうがいいかと

思いますが。 

 

委員：障がい福祉課の方から幹事会での協議状況についてお伝えしたいと思います。障がいのあ

る方の住まいが足りないということで、まず今日ご報告させていただいた資料の中には、住

まいをつくる社会資源を増やすための１つの方針として初期投資に対する体制や重度の障が

いある方をお預かりしていただいた時の助成といったものを１つ制度化しましょうというこ

とで、そこについては既に幹事会でまとまったところです。今後ですが、これは障がい福祉

課ではなくて市全体の事業であります、東野地区の再整備計画事業の中で、障がい福祉課の

方からやはり、障がい者が地域で生活して行くために必要な機能というものを協議会で協議

いただいて、まとめたものを企画のほうに提案して行きたいということで、今後こういった

機能等の話し合いをして行きたいというところが現状です。 

 

委員：モデル事業ということは、国からこれをやればお金が出てくるということがあるのですか？ 

 

事務局：はい。昨年は900万円でしたが、来年度がいくらかと言うことはまだ調べていませんが、

昨年まではモデル事業をなるときには 900万円出ていました。ただこれだけの大きな仕組

みですので、モデル事業を全国でやっていて、私も１つか２つ資料だけ見ましたが、900

万円だとある一部の施設の人たちがやっているグループホームでこういう体系を取ってみ

たなどという実践報告だけで、全市的に行ったところというのはまだ私のほうでは存じ上

げません。今日総合相談からの相談事例というか地域課題ということで挙げさせていただ

いたのは、モデル事業をたたきにしてなおかつ、地域の中に本当にこういうものが必要な

人がいるということと、ちょうどマッチングしていましたので、皆様にお伝えするのに一

番わかりやすいのかなと思ってお話をさせていただきました。今後も幹事会の中で提言し

ていくつもりではあります。 

 

委員：ありがとうございました。 
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会長：ありがとうございました。先ほど申し上げましたとおり、東野地区の再整備計画の中での

重度の障がいをお持ちの方の住まいの問題の費用を盛り込んだ再整備計画について検討をし

ております。これから一層議論を進めて全体会等にご報告をできるようにしたいと思います。

他にございますでしょうか？ 

 

委員：浦安手をつなぐ親としましてはグループホーム・ケアホームは長年の夢でして、ずっと掲

げているテーマなのですが、こちらのセンターの役割というのは例えば今グループホームを

やっている事業所さんが１つありますが、その事業所さんがやっているグループホーム・ケ

アホームで日中活動を支えてくださるヘルパーさんや事業所の運営を支えてくださる中のひ

とつのものと考えていいのでしょうか？それともここでグループホーム・ケアホームなど

色々なものをいっぱいつくっていく中の１つの中心的なシステムができるのだと捉えていい

のでしょうか？ 

 

事務局：「暮らし応援センター」ですか？ 

 

委員：そうです。 

 

事務局：これは、厚生労働省がモデルとしているものなので、これを一体的にやってもいいし、

分散していろんな事業所がやって１つのセンターとしてジョイントさせてもいいし、いろ

んなやり方があると思っています。ただ拠点的なケアホームといって、24時間地域で稼動

できるようなものがなければ、ばらばらとグループホームやケアホームができたところで

大変であるという構想ではあります。ですから制度設計としては１つの拠点が必要だと言

うことは間違いないとは思います。しかし私は厚生労働省の人間ではありませんので、詳

細はよくわかりませんが。このような回答で大丈夫でしょうか？拠点的なケアホームは１

つ必要だということになっていると思います。 

 

委員：そういう拠点のようなものが構想の中にあるということですね？わかりました。これから

の展開というのはまたいろいろと考えて、浦安市独自の考え方で広がりを持っていくのか、

それとも拠点に対して１つ持ってくるのか等、色々考えていきたいという形ですね？ 

 

事務局：地域の中に、今、夜間安心訪問ヘルプサービスがあり、障がいのある人がオンコールで

緊急で駆けつけてくださる仕組みを浦安は持っているのですが、ではケアホームの人はど

うなのかとか、家で暮らしてる人だけしか利用できないのかとか、制度を見直していかな

ければならない中、いろんな議論を幹事会で出し合って持ち合って、意見をもらいながら

障がい福祉課が考えていくということなのかなと思っています。 

 

会長：ありがとうございました。現状ある社会資源と、社会資源を開発し導入するなど色々な形

で、モデルに近づけていくという、できる限りそういう形で幹事会等中心に話を進めていく

ということになっております。それは実際に市に要望したりしながら実現を図っていくとい
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う手順になるかと思います。こういったモデルにできる限り近づけるために、現状の社会資

源やこれから必要な社会資源は何かを考えて、このモデルに近づける努力をして行くという

ことが必要だと思います。率直なご意見ご感想等他にございませんか？ 

特にご質問等はないようですので、補足や追加はありませんか？ 

 

事務局：こうやって発表したり、モデルの提案をしたリ、幹事会に資料を提案したりという事務

作業なども総合相談センターがやっていると言うことがお分かりいただけたかなと思いま

す。いつでも窓口開いておりますし、みなさんにこうやってご報告はさせていただいてお

りますが、直接ご相談いただくことはそんなに多くはないのかなと思いますので、是非困

っていることありましたら遠慮なく呼びつけていただければ、相談員６名どこへでも伺い

ますので、今後ともどうぞ宜しくお願い致します。本日はありがとうございました。 

 

会長：どうもありがとうございました。ただいま、相談支援事業の上半期報告と言うことでご報

告いただきました。また下半期についてもまた改めて全体会でご報告させていただきます。

その際には先ほど申し上げました幹事会でも何を市に要望したり、どういった社会資源を地

域に開発するか党等の議論も進んでいると思いますので、合わせてご報告し、ご意見をいた

だきたいと思っておりますので引続きよろしくお願い致します。では事務局の方から、連絡

がありましたらお願い致します。 

 

事務局：先ほどもプロジェクトの報告のなかにありました就職フェアについて少しお話をさせて

いただきます。お手元の方にチラシを配りましたのでご覧いただければと思います。事業

者支援・制度プロジェクト会で進めております「浦安就職フェア」ですが、日程について

は先ほどリーダーからも申し上げましたとおり、11月９日火曜日となります。場所は新浦

安駅前のブライトンホテル２Ｆグレースの間になります。内容ですが、グレースの間を半

分に仕切りまして、事業者の説明ブースを午前11時～午後４時まで通しで行います。もう

半分で映画と倉田さんのトークショーを行います。 

まず、事業者の説明ブースですが、市内で障がい福祉サービスを展開している事業所に

参加の意向を確認させていただきました。結果16事業者の方にご参加いただけることにな

りました。こちらの事業者の方にそれぞれブースを持っていただけることになっておりま

す。もう１つ同時に行います上映会ですがこちらにつきましては、主人公が倉田哲也さん

と申します。現在は熊本にお住まいで、熊本の小規模授産施設「熊本障害者労働センター」

の施設長をされております。その他に障がい者の人権等について学校・教育委員会等でご

講演もされている方です。この方は生まれた時に脳性まひで生まれ、両手と言語に障がい

があります。生活の全般を足を使って生活なさっている方です。食べる時もスプーンやフ

ォークを足で持って食べたり、財布からお金を出す時も足で出す。また車の運転も足で行

うということで、この映画はドキュメント映画になっておりまして、「もっこす元気な愛」

というタイトルどおり倉田さんの結婚や車の免許の取得にいたる経過あるいは、共生ホー

ムの暮らしなどのドキュメンタリー映画となっております。映画上映後はご本人にも来て

いただきまして、トークショーを30分程していただきますので、皆さんにも是非来ていた
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だきたいと思います。 

テーブルの上に皆様にチラシをお配りいたしました。封筒の中に入れてお配りしたとこ

ろもありますが、広報・周知を幅広く行いたいということで皆さんのご協力をお願いした

いと思いますので、チラシ等を活用いただきご協力お願いいたします。また、映画の方は

是非鑑賞していただき、トークショーの方もお聞きいただければと思いますので、宜しく

お願い致します。特に当日お手伝いと言うことはありませんので、皆さん気軽に足を運ん

でいただければと思います。 

なお、就職フェアの対象は学生や、既に卒業された方、あるいは福祉の仕事に興味のあ

る方、パート等も含んでおります。今現在北海道から沖縄までの福祉系大学・専門学校、

約 420校にこちらのチラシとポスターを郵送させていただきました。どこまで人が集まる

かという問題はあるのですが、皆さんのご協力いただきなるべく多くの方に来ていただき

たいと思いますので、周知の方もご協力よろしくお願いいたします。以上です。 

 

会長：何かご質問等ありますか？ 

 

委員：就職フェアの周知に関してですが、こちらのチラシの配り先についてはどの様な方たちに

お渡しすればよろしいですか？ 

 

事務局：今年の地域自立支援協議会の１つの大きなイベントと言うのが、こちらの就職フェア、

映画会となりますので、できればいろいろな方にお知らせいただければと思っております。

仕事を探している方、あるいは障がいを理解して頂くための映画にもなりますので、幅広

く周知をお願いしたいと思います。市の広報にも11月１日号に出ます。また、市のホーム

ページにもアップしておりますので、ご覧いただければと思いますので宜しくお願い致し

ます。 

 

委員：例えば当事者の方が自立した生活の参考にと言うお気持ちで参加されたいと言うことでも

いいのでしょうか？ 

 

事務局：是非お越しいただければと思います。 

 

委員：初めての試みですので、どの様になるのかわかりませんが、協力してやっていきたいと思

います。是非皆さん家族連れでもかまいませんので、顔だけでも出していただければと思い

ます。 

社協から何かお伝えすることありませんか？ 

 

委員：就職フェア開催の３日前に総合福祉センターで「ふれあい広場」というバザーのイベント

がありますので、そこでも告知していきたいと思います。映画の定員というのはあるのでし

ょうか？ 
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事務局：映画の方は 200名定員ですが、多少会場にゆとりはあるかと思われますので、どうぞお

越しください。 

 

委員：入場は無料ですので。 

 

会長：事業者の新たな担い手を増やすということと合わせて、地域自立支援協議会としてこうい

った活動をしていますということを通して、障がいに対する理解と協議会のＰＲを盛り込ん

での活動であります。協議会として力を合わせてこういった活動をしていますということを、

市民の方々に広くアピールする場でもありますので、いろんな方にチラシ渡して広くご参加

を呼びかけていただきたいと思います。宜しくお願い致します。 

 

事務局：事業者支援制度プロジェクト委員の皆様はこのあと少々ご説明したいことがありますの

でお残りいただければと思います。 

 

会長：ではこれで平成22年度第２回全体会を終わらせていただきたいと思います。長い時間あり

がとうございました。 

 

 


