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平成28年度第２回浦安市自立支援協議会地域生活支援部会 議事録

○「障がい」の表記について

法律名、団体名等固有の名称を除き「障害」は「障がい」と、「害」を「がい」とひらがな表記します。

（例）障がい者福祉センター、身体障がい者福祉センター など

○委員名の表記について

障がい当事者あるいはそのご家族である委員のプライバシーの保護の観点から、また、委員は団体等を代

表としてご参加いただいていることから、発言者の名称には、団体名等を掲載します。

１．開催日時 平成28年 8月 25日（木） 午後１時30分～午後３時30分

２．開催場所 市役所4階会議室Ｓ２・３

３．出席団体名

ＮＰＯ法人タオ（リーダー）、社会福祉法人敬心福祉会（サブリーダー）、

和洋女子大学、いちょうの会、浦安市肢体不自由児親の会どっこらしょ、

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ、浦安市自閉症協会、浦安手をつなぐ親の会、

千葉県発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ、株式会社ダイム、ＮＰＯ法人あいらんど、

ＮＰＯ法人カプア、ＮＰＯ法人フレンズ、社会福祉法人サンワーク、

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも、社会福祉法人南台五光福祉協会、

順天堂大学医学部附属浦安病院、健康福祉部長

４．議題

（１）ヘルパーの人材不足と処遇の改善について

（２）障がい者就労支援施設等からの物品等調達実績の報告

（３）市の事業の報告

５．資料

（１）議題１資料（１）アンケート結果

（２）議題１資料（２）保育士・介護従事者の宿舎借上げ支援事業(地域生活支援部会用）

（３）議題２資料_平成27年度障がい者就労施設等からの物品等調達実績について

（４）議題３資料（１）市の事業の報告

（５）議題３資料（２）障がい者（児）版「おまもりシール」の導入について
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６. 議事

事務局：ただいまより平成28年度第２回浦安市自立支援協議会地域生活支援部会を開催します。

本日はお忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございます。

初めに会議の進め方について確認事項がございます。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いたします。議事録には発言者の法人名、または団体名を記載しますので、あら

かじめご了承いただきますようお願いいたします。特に個人情報にかか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、視覚障害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、ご発言の際は挙手いただき、リーダーの「○

○委員お願いします」の後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。

では、今後の進行につきましては、西田リーダーにお願いしたいと思います。お願いいたします。

リーダー：お暑うございます。

それでは、早速議事に入ってまいります。

今日は３つほど議題がございます。議題１番、ヘルパーの人材不足と処遇の改善について。事務局の

ほうからの説明をよろしくお願いいたします。

事務局：私からは議題１のヘルパーの人材不足と処遇の改善について説明させていただきたいと思います。議

題１の資料（１）障がい福祉サービス従業者住宅確保アンケートの結果についてという資料と、（２）

の、両面になっていまして、表面が保育所保育士宿舎借り上げ支援事業、裏面が介護従事者宿舎借り上

げ支援事業となっている資料（２）をお出しください。

平成28年度より介護事業者や保育の事業所さんを対象として、従業員の方の居住用の住宅の借り上げ

について補助することになったことを受けまして、障がい福祉部門の補助金も昨年度から、皆さんはご

存じのとおり検討してきました。昨年度にアンケートを実施したということは、以前にも報告させてい

ただいておりますが、今回はまずアンケートの結果をご報告しまして、今後の検討につなげたいと思い

ます。

それでは、資料（１）のほうに沿って説明させていただきます。

この住宅確保のアンケート、調査の目的は、従業者の住宅の借り上げを行っている事業所に対して、

その費用を助成する補助事業を検討するために実施したものです。

アンケートの期間や対象なんですけれども、昨年度といいますか、今年の２月４日から２月12日に行

いました。対象の事業所は、総合支援法または児童福祉法に基づく障がい福祉サービスを実施している

市内の事業所に実施しました。直営の事業所とか指定管理の事業所、委託事業所は除きます。

回答状況ということで、14の事業所さんから回答をいただきました。

アンケートの結果なんですけれども、まず「事業所に勤務する従業者の居住用の住宅の借り上げを行っ

ていますか」ということで、その結果が「いいえ」が14事業所ということで、借り上げを行っている事

業所がありませんでした。

「事業所に勤務する従業者に対し、住宅手当を支給していますか」という質問に対しては、「はい」
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と答えていただいた事業所さんが６事業所ありました。その事業所さんの中で、手当の月額上限は平

均１万5,000円となっていました。ちなみに一番額が大きいところでは３万円、一番少ないところ

では5,000円でした。８事業所は「いいえ」という回答でした。

この住宅手当の「補助金が創設された場合、従業者用住宅の借り上げや住宅手当を検討しますか」と

いう質問に対しては、３つの事業所さんが「住宅の借り上げと住宅手当を検討」、「住宅手当のみを検

討」というのは５事業所ありました。「従業者用住宅の借り上げのみ検討」するという事業所はありま

せんでした。「どちらも考えていない」であったりとか、回答がなかった事業を合わせて６つありまし

た。

資料（２）のほうは、参考までに保育士さんのほうの借り上げ事業と、介護従事者の借り上げ事業の

概要などを載せてあります。保育士さんの借り上げ事業のほうは、市内の認可保育所や認定こども園を

経営する法人等に、保育士用宿舎借り上げを支援するために必要な経費を補助するもので、対象の宿舎

は指定する地域ということで、江戸川を越えない範囲や、京葉道路を越えない範囲となっております。

対象経費は賃借料、共益費など、あと礼金で、１戸当たり月額８万2,000円程度となっております。

裏面はまだ検討段階なんですけれども、介護従事者宿舎の借り上げ事業ということで、介護事業者が行

う宿舎の借り上げに要する経費を補助するものでして、こちらは対象の宿舎は、宿舎の所在地が市内で

あることとなっております。対象経費については、賃借料及び共益費または管理費で、１戸当たり月額

５万円を限度という内容で事業を実施する予定のようです。

私のほうから議題１の説明は以上になります。

リーダー：ありがとうございます。

最後の説明で、これ平成28年度からとなっているのは、もう既に実施しているということなんですか。

案と書いてあるのは、28年度に検討すると思っていいんですか。議題資料１の（２）の裏面。

お願いします。

事務局：この（２）の資料にあります保育所と介護従事者につきましては、今年度から実施ということになっ

ております。こちらの今検討されています障がい福祉サービスの事業所に対する補助につきましては、

アンケートの結果、昨年度住宅の借り上げを行っている事業所がなかったということで、今年度１年間

で住宅手当の補助も視野に入れて検討ということで、今年度１年間で検討ということになっております。

以上です。

リーダー：ありがとうございます。

では、これにつきまして、ご質問、ご意見等々あればと思いますが。

サブリーダーのほうから一つ。

サブリーダー：介護従事者のというのが、これは案ではないんですか。というのは、東京都が今募集をかけて

いるぐらいの段階なんですよね。もう一度ちょっとお聞きしたいのが、保育園のほうなんですけれども、

すみません、私どものほうは船橋で保育園をやっていまして、船橋はもう既にスタートしているんです

ね、これ。この中で非常勤にというのは、恐らく浦安ぐらいではないかなと思うんですね。通常これ、

常勤職員で１日６時間以上、月20日、それから雇用保険か何かが加入されているということが条件に恐
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らくなっていたと思うんですけれども、これは恐らく浦安独自のものではないかと思うんですよね。

今のご質問、案ではないんではないかという。

事務局：介護の支援事業のほうなんですけれども、今年度かかった費用から対象としますが、ちょっとまだ募

集を受けつけていない状況というんですか、まだきちんと募集要項ができていない状況でして、それで

平成28年度からにはなっているんですけれども、案というふうになっております。

サブリーダー：わかりました。

健康福祉部長：補足を。この保育士についても介護従事者についても、この市の単独の事業です。保育士は特

に船橋が先にやっておりましたので、船橋を参考にしながら、船橋よりいいものをということで、こど

も部がこれをつくっています。

この案というのは、この仕切りに関して要綱を制定しなければならなくて、そこがまだ公費の関係と

詰めて、これは終わりましたので、実際28年度から介護従事者のほうもスタートをします。実際この対

象が月額５万円ですけれども、この２分の１の補助といったことで、２万5,000円を限度ということに

なります。

また、保育士のほうは国庫補助が２分の１入りますので、それについて、保育士の上限が幾らだった

かちょっとあれですけれども、介護従事者よりも保育士のほうがかなり手厚い支援事業にはなっていま

す。

リーダー：ありがとうございました。

あとご質問、ご意見あればと思いますが。よろしいですか。

和洋女子大学：質問なんですけれども、これは保育士も介護従事者もなんですけれども、対象となる方への家

賃補助ということになるんでしょうか。それとも法人にその対象となる金額を補助し、あと法人がどの

ように住宅に関して手当てするかというのは、法人に任せるということなのか、どういうことをしたら

この補助金がもらえるのかというのが、ちょっとよくわからなかったんですけれども、教えてください。

事務局：法人に対して補助することになっています。

和洋女子大学：中身は。

事務局：申請の手続というか、どのようにしたらもらえるかということですか。

和洋女子大学：そうです。

事務局：普通の補助金と同じように、事業所さんから申請をして、必要書類を集めて申請していただいて、そ

れで補助する、一回事業所さんに補助して、それがどうやって本人に行くかということですか。

和洋女子大学：保育士のほうを見ていただきますと、対象となる方が、これは平成25年度以降に採用された者

というのは、次のいずれかなので、この方だけ対象になるわけではないということですかね。

事務局：この対象の保育士という方に対してのみになります。

和洋女子大学：わかりました。要するに、法人のほうが借り上げ賃貸料の補助、あるいは住居手当というもの

を検討して、法人の中で内規をつくって、それに応じて分配していく、財源の一部にしてくださいとい

う趣旨と理解すればいいということですか。

事務局：そうです。



55

リーダー：よろしいですか。

そのほかご質問がある方いらっしゃいますか。

なければ、次の議題にいきますが、よろしいですか。

事業所からご意見が欲しいと言っていますが、介護並びに保育関係の事業所がございましたら、ご

意見いただければと思います。

順番にでは、いきましょうか。

株式会社ダイム：遅れてすみません。

これについてですよね。これ、例えば事務所になっていっちゃったりすることはないんですか。住まい

としてなんだけれども、これは１人が絶対そこに住んでいなくてはいけないとかということではないわけ

ですよね。

健康福祉部長：そもそもこの制度って、事業所がなかなか職員が確保できないと。そのために市で何か支援が

できないかといったところ、市としてもそういう職員に市内に住んでいただいて、こういう借り上げ、

要は住居費に係る職員の負担をある程度軽減できれば、ほかの市に今まで行っていた人が、浦安の事業

所に行きやすいんではないかといったことから始めた事業なんですね。

ですので、直接は本人にはお金は行かないで、事業所に行き、あとはどういうことになるかというの

は、市のほうで確認はさせてもらうつもりではいますけれども、その分介護の職員の負担が減るだろう

ということで、集まりやすくしてほしいという趣旨のものなので、あくまでも対象は職員が住むところ

に対して補助を行うんですけれども、恐らく介護の事業所よりも障がい福祉サービス系の事業所のほう

が多分小さくて、住宅を借り上げるまでの職員がいないとなれば、では住宅手当をその分、障がいの部

分は検討してもいいんではないかなというのが事務局の考えなんですよね。

保育士もほかの介護も、あくまでも事業所がアパート何なりを借り上げる、法人が借り上げて、職員

を住まわせるという制度ですけれども、障がいに関してはそうではなくて、職員のどこかでアパートを

借りているから、その家賃補助をしてあげれば、職員が集まりやすいんではないのかなといったような

趣旨です。

株式会社ダイム：例えば10人住まわせたいと、10戸借りますという話が出てきた場合が出るのと、あと１戸

あればいいんだけれども、例えば当直のように市外から、例えば、恐縮ですが私どもは24時間体制で

はないんですけれども、どうしても24時間入ってきてしまう。市内にいる者がというよりも基本、私

が対応を夜中でもするんですけれども、そうしたときに誰かそこにいてくれれば動かせるのになとい

ったときに、そこに市外の者が順繰りで泊まるとか。

健康福祉部長：わかりました。今回一応まだ制度ができていない新たなものなので、あくまでも職員が住む場

所に関しての、家賃に対しての支援からスタートしたいなと思います。恐らく補助金をつくり上げると

きに、多分市内に限定すると思います。ほかの市に住んでいるなら一応対象外になり、市内でどこか部

屋を借りて、そこに住んでいるとなったときは、その家賃の支援が何らかのことができないかというの

が今、検討したいなという。

株式会社ダイム：もう住民票がそこにあるというお考えで、住民票を移してもらう。
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健康福祉部長：もしこの制度が29年の４月からスタートするんであれば、仮に移してもらって、そこに、浦安

市内に住んでもらえれば対象にはなってくると。

株式会社ダイム：1事業所が10人雇用していてもか。

健康福祉部長：10人でもそうです。

リーダー：それでは、次の方。

ＮＰＯ法人あいらんど：非常に画期的な補助金だと思います。住宅手当とか、そういう手当関係がつけられる

ような事業所ではないので、ちょっといいなととても思いますので、このアンケートが来た時点で、ち

ょっと今年から考えたいなととても思います。

あとは、高い高い交通費を払って、他県から通ってきている大事なスタッフもいますので、浦安はや

っぱりいいなというふうに、浦安で浦安の利用者さんを支援できるように、浦安市が特別に補助金をつ

くってくださるのであれば、乗っかりたいなと思います。

以上です。

リーダー：では、次の方。

ＮＰＯ法人カプア：これは借り上げではなくて、家賃の補助ですか。

事務局：すみません、ちょっとこちらの説明が足りなかったんですが、今そのアンケートの結果をもとに検討

していきたいと思っているところでして、それに対してご意見いただきたいんですけれども、やはり住

宅の借り上げ、宿舎の借り上げをしている事業所さんがなかったということですので、浦安については

従業者に対する家賃補助、家賃手当といいますか、そういったものに対する補助も考えていきたいとい

うふうには思っています。

保育士と介護のほうと分かれているのは、やはり市内に住んでいる方に限るとか、そういった条件を

やはり設けていますので、もちろん家賃手当にしても浦安市内の方の家賃補助に限るとか、そういった

条件もあるのかなというふうには思っています。その辺についてもぜひご検討いただきたいとは思って

います。

浦安になるべく住んでいただいて、ヘルパーをやっていただきたいとか、そういった目的があります

ので、そういった要件も皆さんにご意見いただければなというふうには思っています。よろしくお願い

いたします。

ＮＰＯ法人カプア：当然上限があるわけですから、２万とかそんなアパートがありますよね。それについては、

事業者に対してのものなのか、それとも職員が、要するに５万円のアパートを借りていて、２万5,000

円は市から出るから、２万5,000円は自腹で払うのか、でも要するに事業者のほうがその２万5,000円を

負担するのか、どういうふうに考えればいいんですかね。

ＮＰＯ法人あいらんど：内々でやればいいんじゃないですか、それは。公にしなくてもいいじゃないですか。

ＮＰＯ法人カプア：あと税金面ではどうなのかなと思って。

ＮＰＯ法人あいらんど：税金面は事業所の税金ですよね。

リーダー：それでは、次の方。

ＮＰＯ法人フレンズ：遅れてきてすみません。
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フレンズはグループホームをやっていますので、同じ市内ですぐに駆けつけられるような体制には、

常々しておきたいなというふうには思っています。就労のほうでもやはり、この前みたいにと言っても

５年前ですが、地震があったりすると、もうどうしても帰れなかったりする場合も多いので、こういう

制度がうまく導入されて、中のほうで浦安市内で働く人がふえてくれればいいなと思っています。

あとは内々で話を進めたいと思います。

以上です。

リーダー：社会福祉法人パーソナル・アシスタンスともさん、よろしくお願いします。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：賃借物件だけでなく、例えばアパート１棟を法人が買いました、

６部屋あります、４部屋はグループホームとして使います、２部屋を職員の宿舎として使いますといっ

たような場合というのは、考慮されないのかなとは思います。

リーダー：そういうのも検討してもらうということでいいですかね。

社会福祉法人サンワークさんからも、もしご意見あったらと思うんですが。

社会福祉法人サンワーク：この議題はヘルパーの人材不足というのがまず根本にあって、そのための借り上げ

ということでよろしいんですかね。今雇われている方が浦安市で住むためのどうのということではなく

て、ヘルパーをまず、今私は障がい計画相談とかつくっておりますけれども、その中でやはりヘルパー

がいなくて、サービスを受けられないという方はやはり多くいますので、やはりこの部分、そのヘルパ

ーのためというところが、これが抜けてしまうと、何か本末転倒なところがあるのかなと思いますので。

リーダー：ただ、保育士とヘルパーの話が当然ありまして、それを少し広げて、障がい福祉サービスのところ

まで検討するという案があるので、サンワークさんもそういった意味で、支援員を抱えている事業所と

してご意見言われたらよろしいかなと思うんですが。

社会福祉法人サンワーク：そうですね。障がい福祉サービスという部分に関しても、確かにその住宅の確保と

いうのは必要ですので、確かに住宅手当というところが出てくれば、それは本当にありがたいなと思い

ますので、ぜひこの障がい福祉サービスのほうも、補助事業のほうに入っていけたらなと思います。

リーダー：ありがとうございます。

社会福祉法人南台五光福祉協会さん、ご意見いただいてもよろしいですか。

社会福祉法人南台五光福祉協会：よろしくお願いいたします。

まず家賃の補助を行っていただける制度ということで、逆に職員の採用であったり人材の確保につい

ては、やっぱり職員の本人負担が減るという意味合いからも、十分人材確保につながるのかなと思うと

ころでもございます。ですので、ちょっと内容をよく見ながら、ぜひこういう制度を活用させていただ

きながら、人材の確保も進めていければと思っております。

リーダー：ありがとうございました。

聞いていて何かご意見ありますか。

浦安市自閉症協会：保育士さんのほうの対象で、これだと浦安市内に限らずに、市川の行徳地区とかまで広が

っていますよね。私の知っている、お世話になっているスタッフさんとかを思ったときに、あの人、住

んでいるのはたしか市川だと思って、浦安って結構狭い場所だし、利用者としてはいいスタッフさんに
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いっぱい来てほしいと思っていると、浦安市内に限定されると、そんなにたくさんいるかなと思っちゃ

うので、保育士さんのほうがこれぐらい広がっているなら、もう少し地域を広げてもらえないのかなと

いうのと、あとやっぱり住んでいるところって、例えば独身の方だったら、浦安に引っ越すとかができ

ても、家族がいらっしゃったりすれば、そんな簡単にはできないと思うので、それでもやる気がある人

は、市外に住んでいてもやってくれるのかもしれないんですけれども、やっぱりもうちょっと広げたほ

うが、浦安って大体市が小さいので、物理的に。広げてもいいんじゃないのかなと思いました。

以上です。

リーダー：ありがとうございます。

サブリーダー：先ほどの今のご意見なんですけれども、これ結構広いんですよ、実は。各自治体はその自治体

だけなんです、今出ている、ほかに出ているところは。例えばさっき出た船橋も、市内だけに限定され

ているんですね。私ども、世田谷区に老人ホームがあるんですけれども、世田谷も限定されていますね、

保育士は。浦安は恐らく地域的なことがあったら、これだけ広げられますね。これが狭いか広いかとい

うことは、ちょっと何とも言えないんですけれども。

リーダー：あと、何かご意見ある方いらっしゃいますか。よろしいですか。

今のご意見を参考にしていただいて、いろいろとご検討いただければ。よろしくお願いいたします。

よろしいですか。

それでは、議題２のほうに入ってまいります。議題２、障がい者就労支援施設等からの物品調達実績

の報告について、事務局のほうからよろしくお願いいたします。

事務局：議題２資料の基づきまして、説明させていただきます。

平成27年度障がい者就労施設等からの物品調達実績についてですが、障がい者就労施設等で就労する

障がい者や、在宅で就業する障がい者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体などの公共機関

が、物品やサービスを調達する際、障がい者就労施設等から優先的、積極的に購入することを目的に、

物品等の調達を行ったものです。また、毎年障がい者就労施設等からの物品等の調達方針を作成、公表

するとともに、当該年度終了後に到達の実績を公表しております。

27年度実績につきましては、物品が７万1,717円、役務が499万2,295円、合計506万4,012円となって

おります。

なお、27年度の調達目標金額は、前年度実績を上回る額としておりますので、26年度の実績が424万

3,754円ですので、前年度実績より82万258円上回っております。

では、次のページをお願いいたします。

平成27年度、市が実施した主な取り組みについて、（１）浦安福祉事業体がスタートいたしました。

浦安福祉事業体は障がいの自立及び就労の拡大、賃金向上を目的に、市内の障がい福祉サービス事業者

が共同で受注、販売を行うため、平成27年４月から就労支援事業を行う７法人で構成された組織で、新

庁舎食堂・売店部、小型家電リサイクル部、エスフロント部、現在は新浦安駅前部の３つがありまして、

27年度は小型家電リサイクル部とエスフロント部が事業を開始し、新庁舎食堂・売店部は本年度６月よ

り開始しております。なお、浦安福祉事業体は平成28年４月より４事業所が加わり、合計11事業所で構
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成されております。

続きまして、（２）イベント等における販売スペースの確保につきましては、平成26年度の物品調達

方針により、販売のためのスペースの確保等を追加しておりまして、障がい者週間記念イベント、浦安

市市民まつり等のイベントにおいて、販売スペースの確保を行いました。

続きまして、（３）庁内に向けた周知につきましては、平成27年度物品調達方針を庁内に周知いたし

ました。また、市内障がい者就労施設等の提供可能な品目等の情報提供も行っております。

続きまして、（４）市民に向けた周知につきましては、平成26年度物品等調達実績をホームページで

公開いたしました。また、「うらやす市ハンドメイドＢＯＯＫ」を配布し、市内障がい者就労支援施設

の製品の宣伝を行っております。

続きまして、（５）市役所内のワークステーションの事業について。市役所内で知的障がい、精神障

がいのある方、本年度７月現在では知的障がい者の方が２名、精神障がい者の方１名を非常勤職員とし

て雇用し、市役所業務を行うとともに、その中で職業生活の基本的知識、習慣や職業生活等の研修につ

いて実施しております。また、市役所内のワークステーションの事業を通して、市職員の障がいのある

方への理解を深めることも目的の一つとしております。

では、次のページをお願いいたします。

続きまして、平成28年度浦安市障がい者就労施設等からの物品調達推進方針について、簡単にご説明

させてもらいます。まず１、目的につきましては、本市の障がい者就労施設等からの物品、または役務

の調達の推進としております。２、適用範囲は、浦安市の行政組織が発注可能な物品、または役務とな

っております。３番、方針の管理・運営は、障がい事業課で行っております。４、調達の対象となる障

がい者就労支援施設は、就労移行支援事業所、就労継続支援事業所Ａ型・Ｂ型、生活介護事業所、市生

活支援センター、特例子会社等の事務所となっております。

それでは、次のページをお願いいたします。

５、調達の対象となるものですが、こちらは物品と役務の２種類となっております。

続きまして６番、調達目標は前年度実績、27年度、506万4,012円を上回る額としております。

７、調達の推進方法ですが、（１）調達目標金額の設定、（２）調達可能な物品等の情報収集及びそ

の情報の各部署への提供、（３）優先的に調達する各部署への依頼の３点となっております。

続きまして８番、その他留意すべき事項として、先ほどご説明させていただきました販売のためのス

ペースの確保等に努めることとしております。

次のページをお願いいたします。

最後ですが９、調達方針及び調達実績をホームページで公表いたします。

以上、簡単ですが議題２の説明となります。

リーダー：ありがとうございました。

ここに、福祉事業体に参加している事業所が何事業所かあると思うんですが、昨年からスタートして

みての何か、ご意見とかご感想があれば。

ここで言うと、あいらんどさんがそうかな。そうですよね。もし昨年から始まった福祉事業体で何か
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感じたことがあれば、ご意見等と、もしくはこの報告についてのご意見等あればお願いいたします。

ＮＰＯ法人あいらんど：福祉事業体としては、非常にその前から流れができていたところにそのまま引き続き

という形なので、特に新しく大きく変わったということではなく、拠点拠点に物品を運ぶという利用者

さんのお仕事がふえ、あとは利用者さんの目的が増えたということで、どこどこに届けるために僕ら、

私たちは頑張るというような目標が明らかになってきたことで、日々の作業とかお仕事の充実感にはつ

ながっています、間違いなく。

そのそれぞれの場所、販売場所が増えたことで、そちらからまた当代島のほうに購入に来てくれたり、

あそこで見たよ、ここで見たよということで、確実に売り上げは伸びていますので、利用者さんも気持

ちの盛り上がりというか、それもあるのと、あと、最初にエスフロントのほうでやってくださったバー

コードをつけたという、あの方法が非常に画期的で、利用者さんのほうではお休みの日とか、あとはお

利口にして商品だけが行くというような状態が、週明けにはもう空っぽになっていたというようなこと

で、利用者さんのほうがやったあ、みたいな、そういう関連性ができてきているので、私たちは利用者

さんと一緒に行かなくても、ちゃんと機能しているというところが、うちとしては非常にありがたいで

す。

リーダー：カプアさんは入っていましたっけ。

ＮＰＯ法人カプア：入っています。

リーダー：もし、やってみてご意見あれば。

ＮＰＯ法人カプア：市役所と駅前のところに製品を置かせていただいているんですが、ぼちぼち売れているし、

それによってつくっている人たちも非常に生きがいというか、そこまでは感じていないかもしれないん

ですけれども、やりがいが出てきているということだと思います。

リーダー：フレンズさんは今年から、庁舎のリーダーとしてスタートされまして、ご苦労も多いかと思います

が、それも含めてご意見を一つ。

ＮＰＯ法人フレンズ：まず福祉事業体としては、うちは飲食店ばかりだったので、小型家電とか今までにない

プログラムがふえて、利用者さんの充実度がとても広がっているのかなと思います。

あとは新庁舎の10階の食堂というものも任されていまして、本当ほかの団体さんのお菓子とか物品と

かが、もう目の前でどれだけこんなふうに売れていくというのが、物すごく手にとるようにわかるので、

その辺をフィードバックして伝えるのも楽しいですし、持ってこられる方も、やってもやっても追いつ

かないなみたいな、そんな感じなので、手応えは感じているところです。

リーダー：ありがとうございます。

皆さんに聞いてもよろしいですが、特に何かご意見ある方がいらっしゃれば。いかがでしょうか。

よろしいですか。ご質問等ないですか。

株式会社ダイム：とてもいいなと思って聞いていたんですけれども、どうしてもこの数字でわからないのが、

資料２の１ページ目、物品で25年度、26年度と伸びてきていた事務用品・書籍が、27年度はゼロになっ

てしまったとか、その他の物品がゼロになっちゃったのが、せっかく伸びてきていたのに、どうしてこ

んなことになっちゃったのかなというのが。
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リーダー：どうしてでしょう。事務局から答えてもらっていいですか。

事務局：26年度なんですが、大きく変わったのが、物品の買い入れを行っていた課があったんですが、特例子

会社から購入しておりまして、その物品購入がなくなったため、26年度と27年度を比べますと、物品の

金額が大幅に下がったというようなことになっております。

リーダー：よろしいですか。主な説明ですか。

株式会社ダイム：特例子会社になると、何が起こっちゃったの。

事務局：すみません、これといった理由はないといいますか、購入する課がそういう物品を、26年度は特例子

会社から購入していたんですが、27年の購入はなくなったというような結果です。

リーダー：よろしいですか。

あと、何か皆さんご意見、ご質問とかないでしょうか。

ちなみに先ほど事務局が言わなかったんですが、市役所内のワークステーションで働いていた人たちが、

何年か働いて社会に出るわけですけれども、皆さん全部雇用につながっているという実績があることは、

これぜひしゃべっていただきたいなと思います。一般就労されたり、Ａ型の事業所に行ったりして、卒

業生はみんなちゃんと社会に出ていかれているということは、ご報告したいと思います。

あと、何かご意見とかご質問があればと思いますが、よろしいですか。

浦安手をつなぐ親の会：すばらしいと思います。

リーダー：褒めていただきました、すばらしいと。

それでは、議題３に移ります。議題３、市の事業の報告について、何点か今回ありますので、事務局

のほうからよろしくお願いいたします。

事務局：議題３の市の事業の報告なんですが、パワーポイントを使って説明させていただきます。

まず、障がい福祉サービス事業者合同説明会ということで、５月30日に開催いたしました。主に特別

支援学校の卒業生を対象としまして、通所事業所、短期入所、グループホームの事業者さんに参加して

いただきました。プレゼンテーションは11事業者、個別ブースは16事業者、販売は８事業者の方々に参

加していただきました。

また、今年は市のほうから就労継続支援Ｂ型の利用についてや、市の施設整備計画について、事業者

さんのプレゼンテーションの前に説明する時間を設けました。123名の方に来場していただきました。

続いて、先ほども話題になっておりました新庁舎10階の食堂・売店なんですけれども、こちらの福祉

事業体が共同で運営しております。食堂sora-cafeなんですが、メニュー、営業時間、すみません、紙

の資料で次のページと書いてしまいましたが、次のページになっていなくてすみませんでした。営業時

間が９時から21時までで、お食事が10時からになります。ランチとかスパゲッティとかカレーライスが

あります。そのほか飲み物、デザート、夜限定のメニューもあります。

売店なんですけれども、こちらも福祉事業体が運営しておりまして、焼き菓子とか小物とか飲み物な

どを販売しております。こちらは営業時間は９時から16時半となっております。

写真は食堂の様子になります。眺めがとてもきれいです。売店は食堂のすぐ隣にあります。

続きまして、グループホームと短期入所施設の整備ということで、不足していると言われていました
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グループホームなんですけれども、今年になって増えたところがありますので、ご紹介したいと思いま

す。

まず、５月１日にふくしねっと工房さんのグループホーム、定員４名で開所いたしました。また、そ

の下、７月１日開所で、総合福祉サービスさんのグループホーム、６名定員で開所しました。

すみません、一番上のあいらんどさんなんですが、紙の資料でちょっと定員がまとめて５名となって

いて、申しわけありませんでした。当代島の定員１名のグループホームが６月１日に開所しました。こ

ちらもすみません、訂正させていただきます。

写真はグループホームの様子、南台五光さんに運営していただいている第３教職員住宅を改修したグ

ループホームになります。

次の写真は総合福祉サービスさんのグループホームで、高齢者住宅を改修したものです。緊急通報装

置などもついています。

続きまして、短期入所施設なんですけれども、こちらはもともと一時ケアセンター、定員２名でもと

もとありましたが、なゆたさんの短期入所施設が４月１日に開所しまして、定員３名です。総合福祉サ

ービスさんの短期入所施設が定員３名で、７月１日に開所しております。

続きまして、ここからの説明は少し変わらせていただきます。

事務局：施設整備計画について説明させていただきます。本市では障害者総合支援法に基づき、新たな機能と

して地域生活支援拠点、これの整備が必要となったこと、また生活介護事業所や子どもが利用するショ

ートステイ、トワイライトステイの機能を有した子育て短期入所事業所の整備が急務となっていること、

また総合福祉センターの狭隘化、ソーシャルサポートセンター及びゆうあいの老朽化が進んでいること

から、浦安市では東野地区に複合福祉施設を建設し、効果的・効率的に福祉行政の推進を図ることとし

たものです。

東野地区複合福祉施設の概要につきましては、名称は東野地区複合福祉施設です。場所は浦安市東野

一丁目８番。事業概要につきましては、地域生活支援拠点、生活介護事業所、子育て短期入所事業所、

身体障がい者福祉センター、ソーシャルサポートセンター、社会福祉協議会、地域福祉センター等を整

備するものです。

具体的には、総合福祉センターからは社会福祉協議会・ボランティアサロン、地域福祉センター、身

体障がい者センターと、あと施設が老朽化しておりますソーシャルサポートセンター、ゆうあいが移転

し、グループホーム、ショートステイ、相談支援の機能を持った地域生活支援拠点、生活介護事業所、

子育て短期入所事業所を新たに整備いたします。

すみません、この表の中には子育て短期入所事業所が入っておりませんので、追加でお願いいたしま

す。

続きまして、建設予定地なんですが、障がい福祉センターの畑の部分から、駐車場及び緩衝緑地帯の

一部で、約4,700平方メートルを予定しております。

では次、お願いいたします。

施設整備スケジュールなんですが、８月５日に運営事業所と設計事業所で構成する選定事業者の募集
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要項を公表いたしました。提案書の受け付けが10月４日から10月11日までといたしまして、事業所の選

定については10月下旬にプロポーザル方式で決定いたします。その後、設計期間が平成28年11月から平

成29年８月まで、工事期間が平成30年１月から平成31年２月までで、平成31年４月をオープンの予定と

しております。

続きまして、野菜工場の整備計画ですが、（１）目的は障がいのある方の自立のための就労支援事業

と、特別支援学校卒業生の進路先を確保するため、就労の場として野菜工場を整備するものです。

（２）概要といたしましては、場所は浦安市千鳥地区の海浜公園内を予定しております。規模等は延

べ床面積約2,000平方メートルで、うち栽培面積が700平方メートル、その他1,300平方メートルで２階

建て、もしくは３階建てを予定しております。開所は平成30年10月を予定しております。

建設スケジュールなんですが、平成28年９月に募集要項を公表し、11月ごろに運営事業者の選定、設

計期間は29年４月から８月まで、工事期間は平成30年１月から９月までとし、30年10月をオープン予定

としております。

施設配置予定地は、千鳥のワークステーションに隣接する公園用地の一部を考えております。

それでは次、お願いいたします。

最後に就労形態なんですが、一般就労、就労移行支援、就労継続支援Ａ型・Ｂ型、生活介護事業所な

どを合わせて、80人以上の就労の場を予定しております。

（６）野菜の提供先につきましては、野菜工場でつくった付加価値の高い野菜を、市内のホテル群や

公共施設の食堂等への提供を考えております。

野菜工場の整備につきましては、現在詳細計画を策定しております。

以上、簡単ですが整備計画の説明となります。

事務局：最後に１つだけ、イベントの開催予定を報告させていただきます。障がい者週間記念イベント、昨年

12月の上旬に開催したものですが、今年は11月に開催する予定です。昨年と同じように、障がい者団体

とか市民活動団体や大学の方々に、ステージの参加をしていただいて、また、障がい福祉サービス事業

所さんに出店をいただく予定です。

すみません、続けて（２）のおまもりシールの説明を続けてお願いします。

事務局：続きまして、障がい福祉課のほうから、おまもりシールの導入について説明をさせていただきます。

よろしくお願いいたします。

見ていただく資料は、議題３資料（２）というものになります。これから検討するということで、今

日この場をかりて、こういった内容のことを検討し始めていくということをお知らせするつもりで、説

明のお時間をいただいております。

まず趣旨としては、平成28年２月から、認知症の徘回のおそれがある高齢者の方を対象に、高齢者支

援福祉課のほうでは、おまもりシール事業というのを行っています。

実は最近障がいのほうでも、特に行動障がいのある知的の障がいがある方が、行方不明となる事案が

発生しました。幸い見つかって、事なきを得たわけなんですけれども、やはり行動障がいのある方がい

きなり飛び出して、ちょっと行方がわからなくなってしまうということが、今後も想定されます。その
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中で高齢者福祉課がやっているように、このおまもりシールというのを、障がい福祉課のほうでも検討

を始めていきたいなということで思っています。

事業内容ですけれども、これは案として聞いていただければと思いますが、行動障がいのある知的障

がい者の方を対象に、あらかじめおまもりシールを衣服の内側とかに張っておくと、つけておくことで、

行方不明となり自宅に戻れなくなった際、発見時に本人の身元が早期に判明できるようにするものでご

ざいます。これについては、事前に警察への情報提供をしておくことで、発見時にすぐ家族等への連絡

が容易になるということを想定して、導入を検討しているものです。

対象者の案としては、行動障がいのある知的障がい者の方。

それで、２枚目にちょっとパンフレットを、これは高齢者福祉課のほうのパンフレットなんですけれ

ども、見ていただくと、見本が載っています。このようなシール、衣服に張りつけるシールということ

で、アイロンでぺたっと張りつけるようなものになっているんですけれども、ここに名前とか連絡先等

が書いてあるおまもりシールになります。シールの枚数としては40枚１組として、原則として１人１回

限りということでなっております。費用は無料です。

できるだけ検討を始め、早い時期に導入できたらなということで思っています。予定としては、この10

月を目標に進めていこうと思っています。一応大きさとかもこのパンフレットに載っているぐらいの大き

さになります。色としては白、ピンク、水色とありまして、お好きな色を選んでいただくというような形

で予定しております。

もしよければ、今日見本を持ってきているので、ちょっと回しますので、見ていただければと思います。

認知症で徘回のおそれのある高齢者というのは、非常にふえているんですけれども、障がい者のほうは

そこまで数はふえているといった状況ではありませんが、やはり冒頭に言いましたように、行動障がいが

ある方なんかは、飛び出してしまってどこに行ったかわからなくなる、こういったことが今後も想定され

るかなと思いますので、この辺を見据えてちょっと検討を始めていきたいというふうに思っています。

リーダー：市のほうからの報告が結構いっぱいありました。全部合わせて何かご意見、ご質問等あればと思い

ますが。

浦安手をつなぐ親の会：東野の計画の子育て短期入所というのが初めて聞いたので、ちょっと説明していただ

きたいと思いました。

事務局：子育て短期入所事業所というのは、こども部の事業でして、ショートステイとトワイライトステイと

いうことで、ショートステイは子ども版のショートステイと考えていただければと思います。トワイラ

イトステイは子ども版の日中一時支援事業というような事業を行う事業として、こども部のほうでこの

31年から実施するというような予定になっております。

リーダー：わかりましたでしょうか。

浦安手をつなぐ親の会：普通のお子さんのという、例えばお母さんが出産のときとか、そういう理由がある

わけではなく、普通のお子さんがぱっと泊まりにとか、そういうイメージですか。

事務局：利用できる対象のほうは、こども部のほうでこれから検討していきますので、その理由等はまだ今の

ところ明確にはなっていませんが、あくまでも子育て支援の一環として、やっぱりお母さんだけでは大
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変な場面にお預かりできるような施設をつくりたいということで、こども部が今考えている事業です。

浦安手をつなぐ親の会：東野の最初の計画のイメージで言うと、子どものいろいろなものは福祉センターのほ

うに残って、障がいとすみ分けるような説明だったかと思うんですが、そこは子どものところがぽこっ

と入ってくるようなことになりますか。

事務局：総合こどもセンター、仮称ですけれども、その案はまだ現在も残っておりまして、現在の総合福祉セ

ンターが今の総合福祉センターになってから、社会福祉協議会と身体障がい者福祉センターがこの新し

い施設に移転した後、子どもの機能に特化して再編しようということで、総合こどもセンターの計画は

現在も進行形です。

また、この子育て短期入所事業所については、宿泊も含めた24時間365日稼働する施設ということで、

地域生活支援拠点のグループホームやショートステイと一体的な運営のほうが効率がいいだろうという

ことで、こちらの施設の中に盛り込んだところです。

株式会社ダイム：地図であらわされたものがちょっと全然わからなくて、東野地区の情報、福祉施設建設予定

地が区画、どこからどこまでなのかということと、あとはお野菜工場が、あれで見てもこれで見てもど

このことか全然見えないので、教えてください。

リーダー：前に来て、指を指してあげたらどうでしょう。

事務局：老人福祉センターが、この地図で見ますと左上にありまして、ちょうどその下が防災備蓄倉庫、農耕

場、駐車場、緩衝緑地帯と。ちょうど老人福祉センターの防災備蓄倉庫から下、357沿いまでの一帯を、

一応建設予定地というようなことになっております。この斜線で引いた部分ということになります。緩

衝緑地帯も一応なくなるというか、そこも一部としてなっております。

リーダー：では次、千鳥のほうの場所。

事務局：斎場のちょうど下に千鳥のワークステーションがあるんですが、今想定しているところが、その左隣、

海側のところに、大体この辺と言うのもあれなんですが……。

ＮＰＯ法人あいらんど：今は何になっているんですか。

事務局：今はこちら、ちょうど下半分あたりが、ワークステーションの駐車場になっています。そこも含めて、

海側のちょうど一帯あたりですかね。言葉でちょっと説明するのが、なかなか難しいところなんですが、

ちょうどこの斎場の下一帯が、今回の野菜工場の敷地というようなことを考えております。

株式会社ダイム：ということは、図面はまだ全然ない。

事務局：はい。庁内計画はこれから、今つくっている最中ですので、これからお示しできるかと思います。

リーダー：あと、何かありますか。

株式会社ダイム：箱と内容は市がつくって、あとをまた募集するということをさっきおっしゃったのかな、最

後に。違いましたか。市が全部やるの、野菜工場。

事務局：募集するのは運営事業者と、あと設計事業者を一体的に募集するような形をとっております。

リーダー：よろしいですか。

あと、ご質問がある方いらっしゃいますか。

浦安手をつなぐ親の会：何度もすみません。
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東野の計画、きらりあの出口まで延びていましたよね。前は出口は塞がないということだったんです

が、出口から357までずっと行っちゃっていましたよね、今の計画だと。出入り口とか、ゆうあいの出

入り口とかはどうなりますか。

事務局：きらりあの出口とか、ゆうあいの出口につきましては、今設計のほうを募集しているところですので、

そこも含めて提案のほうによりたいと思います。

浦安手をつなぐ親の会：広がる感じですかね。東野の最初に聞いていた、あの敷地に入り切るのかなというの

が、最初聞いたときの印象だったので、敷地が広がって建物の面積も広がるというふうな理解でよろし

いでしょうか。

リーダー：では、もう一回図面出します。もう一回東野の図面を出していただいて。

事務局：こちら、斜線になっている敷地の中に建物と、あと、きらりあの出口をつくる予定になっております。

建物ができて移転した後、ゆうあいとソーシャルは取り壊しますので、こちらが一応駐車場になるとい

うような。

給食センター、こちらも取り壊しになりますので、そういうスペースの中で、出入り口のほうを確保

していきたいと思いますので。

浦安手をつなぐ親の会：今ゆうあいに入っているゆるりさんは、こちらの東野の新しいところには移らないん

ですか。

事務局：移る予定ではありません。

リーダー：あと、ご質問のある方いらっしゃいますか。よろしいですか。

では、おまもりシールについてのご意見をお持ちの方、いろいろとご意見をいただいたらいかがでご

ざいましょうか。

株式会社ダイム：おまもりシール、いいことだと思うんですけれども、１回だけというのが、１回だけは無料

でというのがあったとしても、ご高齢の方はもしかしたら、こんなに長くないというつもりで、これ１

回なのかなと思うんですけれども、障がいのある方に関して言えば、１回目は無料で２回目以降は有料

でとかというのにしてあげないと、お洋服がどんどんだめになっていっちゃったりとか、汚れちゃった

りとか、取れちゃったりとかということを考えると、１回目は無料で出してあげて、２回目以降は幾ら

で出しますよというふうにしてあげてもいい気がします。

事務局：ありがとうございます。

その辺についても検討事項に含めてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。

リーダー：そのほかご意見のある方いらっしゃいますか。

株式会社ダイム：もう１個だけ、ごめんなさい。

最初の借り上げなんですけれども、やっぱりきっとお考えのこととは思いますが、これは間違いなく

雇われたヘルパーさんの負担減ということが目的なのか、事業所の負担減が目標なのかが、ちょっと私

もわからなくて、例えばですけれども、みんないい人だからきっとそんなことはしないと思うけれども、

役所としてはきっと考えていなくてはいけないと思うのが、事業所が借りていますと、そこに住まわせ

ていますと。でも本人に５万円以上の家賃を取っていたとしたら、もしくは本人から家賃を減らしてい
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なかったとしたらということも、間違いなくそれが住居費に当たっているかというのは、事業所に出す

ということが、私はある面でちょっと怖いような気がしています。

だから、本人の給与明細を出させて、住宅手当で幾ら控除されているとかというものがあるかないか、

というか何かそういう確たるものを何らかの形で見ておかないと、さっきもちらっと言って、後で考え

ればと言われちゃったんですけれども、やめちゃったときにどうするという、そこにずっと民間のアパ

ートの１室を借りている人に、出ていってくれとはきっと権利的に言えなくなってきますよね。そうし

たときに、やめた瞬間に事業所にカットするというようなことをどこで知るのか、事業所がその方がや

めたということを、きちんと届けるような対象をつくるのか、住民票がどうなっているのかとかという

ことを、ある程度かなりシビアに考えておかないと、金額がそこそこなのでと思いました。

リーダー：そこもでは、ご検討していただくということでよろしいでしょうか。

あと何かご意見等あればと思います。よろしいですか。

一応全部の議題がこれにて終了いたしました。

次の協議会は10月13日木曜日、時間等はまた追ってご案内いたします。

事務局：時間はいつもどおり１時半からの予定です。

リーダー：１時半からでございますね。それでは、ご予定のほうよろしくお願いします。

それでは、どうも今日はありがとうございました。



平成 28 年８月 25 日（木）

午後１時 30 分～３時 30 分

市役所４階会議室Ｓ２・３

浦安市自立支援協議会地域生活支援部会（平成 28 年度第２回）次第

１．開会

２．議題

（１）ヘルパーの人材不足と処遇の改善について

（２）障がい者就労支援施設等からの物品等調達実績の報告

（３）市の事業の報告

３．閉会



議題１資料（１）

障がい福祉サービス従業者住宅確保アンケートの結果について

１．調査の目的

従業者の住宅の借り上げを行っている事業所に対し、その費用の一部を助成する補助事業

を検討するため、アンケートを実施しました。

２．アンケートの期間・対象

実施期間 ：平成 28 年２月４日～２月 12 日

対象事業所 ：総合支援法または児童福祉法に基づく障がい福祉サービスを実施する市内

事業所（市直営事業所・指定管理事業所・委託事業所は除く）

３．回答状況

回答事業所数：14 事業所

４．アンケートの結果

○事業所に勤務する従業者の居住用住宅の借り上げを行っていますか。

・ はい ０事業所

・ いいえ 14 事業所

○事業所に勤務する従業者に対し、住宅手当（家賃補助）を支給していますか。

・ はい ６事業所

（手当月額（上限） 平均 15,000 円）

・ いいえ ８事業所

○補助金が創設された場合、従業者用住宅の借り上げや住宅手当を検討しますか。

・ 従業者用住宅の借り上げと住宅手当を検討 ３事業所

・ 従業者用住宅の借り上げのみ検討 ０事業所

・ 住宅手当のみ検討 ５事業所

・ どちらも考えていない ２事業所

・ 無回答 ４事業所
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議題１資料（２）

私立保育所保育士宿舎借り上げ支援事業

（平成28年度～）

１．目 的

待機児童解消のため、保育士の宿舎を借り上げるための費用の全部または一

部を支援することによって、保育士の就業継続および離職防止を図り、保育士

が働きやすい環境を整備する。

２．内 容

市内の認可保育所や認定こども園を経営する法人等による保育士用宿舎借り

上げを支援するために、必要な経費を補助する。

３．対 象

（対象の宿舎）

・事業実施者が保育士の宿舎として借り上げた物件。

・市の指定する地域（＊）の集合住宅、戸建て。

＊市の指定する地域

浦安市内、市川市南行徳、行徳、妙典地区（江戸川を越えない範囲）、

江戸川区葛西地区、松江地区、一之江地区（京葉道路を越えない範囲）

※保育所を経営する法人等及び職員、役員等が所有する物件は対象外

（対象の保育士）

保育所等に勤務する常勤保育士及び非常勤職員で、次のいずれかに該当する者

ア 保育所等に新規（平成25年度以降）に採用された者（園長は対象外）

イ 保育所等に採用された日から起算して5年以内の者。ただし、平成24年度

以前に保育所等が借り上げる宿舎に入居している者を除く

ウ 非常勤職員については、1日6時間以上、月20日以上の勤務。

エ 単身者でなくても構わない。（ただし、同居する者が手当等を支給され

ていないこと）

オ 自宅から、勤務する保育園までの通勤時間（公共交通機関等利用）が、

概ね1時間以上かかる者

※住居手当等、住宅の維持費を補助している保育士は対象外

（対象経費）

賃借料、共益費（管理費）、礼金 （１戸当たり月額82,000円を限度）

※敷金、仲介手数料、保証金等は対象外
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浦安市介護従事者宿舎借上げ支援事業（案）

（平成28年度～）

１．目 的

介護事業者が行う宿舎の借上げに要する経費の一部を支援することによって、

介護従事者の確保及びその離職の防止を図り、介護従事者が働きやすい環境を

整備する。

２．内 容

市内の、特定のサービス又は施設（＊）のいずれかを提供、または運営する

事業者による介護従事者用宿舎借り上げを支援するために、必要な経費を補助

する。

＊訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短

期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間

対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介

護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護

老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設

３．対 象

（対象の宿舎）

宿舎の所在地が市内であること。

※介護事業者又は介護事業者の役員の親族その他の利害関係のある者が所有

する施設は対象外

（対象の介護従事者）

現在、検討中。

（対象経費）

賃借料及び共益費又は管理費（１戸当たり月額50,000円を限度）
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議題２資料

平成 27 年度障がい者就労施設等からの物品等調達実績について

・平成 27 年度調達実績

内容 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度
①事務用品・書籍 99,750 268,272 0
②食料品・飲料 0 9,000 20,100
③小物雑貨 0 287,064 51,617
④その他の物品 894,993 72,360 0

小計 25,540 73,175 44,000 994,743 636,696 71,717
①印刷 658,345 2,280,450 1,528,561
②クリーニング 451,570 299,600 187,204
③清掃・施設管理 1,340,550 911,520 725,760
④情報処理・テープ起こし 0 0 0
⑤飲食店等の運営 0 0 0
⑥その他の役務 175,245 115,488 2,550,770

小計 4,180,296 1,823,129 2,965,392 2,625,710 3,607,058 4,992,295
4,205,836 1,896,304 3,009,392 3,620,453 4,243,754 5,064,012

物
品

役
務

合計

（円）

4,205,836

1,896,304

3,009,392

3,620,453

4,243,754

（円）

5,064,012



2

平成 27年度 市が実施した主な取り組み

（１）浦安福祉事業体がスタート

平成 27年 4月より浦安福祉事業体を組織し、運用をスタートした。

（２）イベント等における販売スペースの確保

障害者週間記念イベント、浦安市民まつり等のイベントにおいて販売スペースを確保

した。

（３）庁内に向けた周知

・平成 27年度物品等調達方針の周知

・市内障がい者就労施設等が提供可能な品目等の情報提供

（４）市民に向けた周知

・平成 26年度物品等調達実績の公表

・市内障がい者就労支援施設の製品を「うらやす市ハンドメイドＢＯＯＫ」で宣伝

（５）市役所内ワークステーション事業

市役所内で、知的障がい・精神障がいのある方（平成 28年７月現在 知的障がい者２

名・精神障がい者１名）を非常勤職員として雇用し、市役所業務を行うとともに、その

中で職業生活の基本的知識・習慣や職業生活等の研修についても実施している。市職員

に対し、障がいのある方への理解を深めることを目的の一つとしている。
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平成 28年度障がい者就労施設等からの物品等調達方針

１ 目的

浦安市は、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律（平

成 24 年法律第 50 号。以下「障害者優先調達推進法」という。）第９条に基づき、本市

における障害者就労施設等からの物品又は役務（以下「物品等」という。）の調達を推進

するため、この方針を定める。

２ 適用範囲

この調達方針は、本市の全ての行政組織が発注可能な物品等に適用する。

３ 方針の管理及び運営

この方針の策定及び見直し、管理及び運営は、健康福祉部障がい事業課において行う。

４ 調達の対象となる障害者就労施設等

調達の対象となる障がい者就労施設等は、次のとおりとする。

(1) 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17年法律第

123 号。以下「障害者総合支援法」という。）に基づく事業所等

ア 就労移行支援事業所

イ 就労継続支援事業所（Ａ型・Ｂ型）

ウ 生活介護事業所

エ 障がい者支援施設（就労移行支援、就労継続支援、生活介護を行うものに限る。）

オ 地域活動支援センター

カ 小規模作業所

(2) 障害者優先調達推進法の政令に基づく事業所

ア 「障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和 35 年法律第 123 号。以下「障害者雇

用促進法」という。）」に基づく子会社の事業所（特例子会社）

イ 重度障害者多数雇用事業所（※）

(※) 重度障害者多数雇用事業所とは、次の要件をすべて満たすものをいう。

（ア）障害者の雇用数が５人以上

（イ）障害者の割合が従業員の 20％以上

（ウ）雇用障害者に占める重度身体障害者，知的障害者及び精神障害者の割合が

30％以上
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(3) 障害者雇用促進法に基づく在宅就業障がい者等

ア 自宅等において物品の製造、役務の提供等の業務を自ら行う障がい者（在宅就業障

がい者）

イ 在宅就業障がい者に対する援助の業務等を行う団体（在宅支援団体）

５ 調達の対象となる物品等

(1) 物品

・食品類（パン、焼き菓子、おにぎり等）

・小物類（ローソク、はがき、布製品、織物等）

・その他障がい者就労施設等が提供可能な物品

(2) 役務

・印刷

・封入作業

・ラベル張り

・リサイクル作業

・クリーニング

・梱包作業

・清掃作業

・その他障がい者就労施設等が提供可能な役務

６ 調達目標

障がい者就労施設等からの物品等の調達目標金額は、前年度実績を上回る額とする。

７ 調達の推進方法

障がい者就労施設等からの物品等の調達を推進するために次のような方法を実施する。

(1) 調達目標金額の設定

障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進のため、毎年度調達目標を設定する。

(2) 情報の提供

障がい者就労施設等からの調達可能な物品等の情報を収集し、各部署に対してその

情報を提供する。

(3) 優先調達の依頼

障がい者就労施設等から物品等を優先的に調達するよう、各部署に対し依頼する。

８ その他留意すべき事項

障害者優先調達推進法の趣旨に鑑み、物品及び役務の調達法のほか、障がい者就労施

設等及び障がい者就労支援関係団体等が実施する販売のためのスペースの確保等、障が

い者の自立及び就労の促進に資する取組みについても総合的に支援するよう努めるもの

とする。
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９ 調達の方針及び調達実績の公表

(1) 調達方針を策定または見直しした時は、市ホームページ等により公表する。

(2) 調達実績は、毎会計年度終了後に取りまとめ、市ホームページ等により公表する。



議題３資料（１）

1

市の事業の報告



１．障がい福祉サービス事業者合同説明会

2

 日時 ５月30日(月) 12時30分～15時

 会場 市民プラザWave101 大ホール

 内容

①事業者プレゼンテーション（11事業者）

②事業者個別ブース （16事業者）

③福祉施設による販売 （８事業者）

④展示・配布

（サポートファイル・救急メディカルカード等）

 来場者 123名



２．新庁舎10階 食堂・売店オープン

3

浦安福祉事業体が共同で運営

 食堂 sora-cafe

メニュー、営業時間等 次ページ参照

席数：８０席（テーブル席５６席、カウンター席２４席）

 売店

浦安福祉事業体各団体の焼き菓子、小物などの製品、
駄菓子、飲み物などを販売

営業時間 ９：００～１６：３０

（土日祝日・年末年始は除く）
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食堂の様子

5



売店の様子

6



市内のグループホームと定員

7

法人名 定員 住所 種類 備考

（特非）あいらんど 4
1

富士見
当代島

アパート
６月１日開所

（特非）フレンズ 28 今川 一戸建て、
アパート

（特非）タオ 11 北栄、
今川

マンション、
アパート

（社福）南台五光福
祉協会

5 猫実 旧教職員住宅

（株）ふくしねっと
工房

4 富士見 アパート ５月１日開所

（有）総合福祉サー
ビス

6 富士見 サービス付き高齢
者専用賃貸住宅

７月１日開所

合計 59

３．グループホーム・短期入所施設の整備



市内のグループホームの様子①

8

 （社福）南台五光福祉協会（旧第３教職員住宅を改修）

共有部分 居室



市内のグループホームの様子②

9

 （有）総合福祉サービス（サービス付高齢者住宅を改修）

居室 台所



市内のグループホームの様子③

10

 （有）総合福祉サービス（サービス付高齢者住宅を改修）

緊急通報装置 浴室



市内の短期入所施設と定員

11

施設名／法人名 定員 住所 備考

障がい者等一時ケアセン
ター

２ 東野

（社福）なゆた ３ 堀江 ４月１日開所

（有）総合福祉サービス ３ 富士見 ７月１日開所

合計 ８



４．施設整備計画

12

 本市では、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
支援するための法律（平成17年法律第123号）などの法
制度の改正に伴う新たな機能の導入に対応しつつ、障
がいのある人の一人ひとりが希望する地域生活を支援す
る地域生活支援拠点の整備が必要になっている。

 生活介護事業所やこどもが利用するショートステイ及びト
ワイライトステイの機能を有した子育て短期入所事業所
の整備についても急務となっている。

 既存施設の狭隘化が進んでいる。

 浦安市東野地区複合福祉施設を建設し、効果的・効
率的な福祉行政の推進を図る。



東野地区複合福祉施設の概要

13

（1）施設名称

浦安市東野地区複合福祉施設

（2）建設場所

浦安市東野一丁目８番

（３）各施設の事業概要

本施設には、新たに整備するグループホーム及び

短期入所事業所等の機能を有する地域生活支援拠

点、生活介護事業所、子育て短期入所事業所及び

既存の身体障がい者福祉センター、ソーシャルサ

ポートセンター、社会福祉協議会、地域福祉セン

ターを整備する。
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（東野地区複合福祉施設における具体的事業内容）

社会福祉協議会・ボランティアサロン

地域福祉センター・ゆうあい

生活介護事業所【新規】 20人以上

身体障がい者福祉センター 35人

ソーシャルサポートセンター 30人

地域生活支援拠点
【新規】

グループホーム 18人以上
（６人×３グループ）

※機能
相談・体験の
場や機会・緊
急の受け入れ
と対応支援の
専門性・地域
の体制づくり

ショートステイ 4人以上

相談支援

防災備品庫



東野地区複合福祉施設建設予定地
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東野地区複合福祉施設整備スケジュール
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4 月 5 月 6 月 ７月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月

28

年

度

運
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５．野菜工場の整備計画について
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(１)目的
障がいのある方の自立のための就労支援事業と特別支援学

校卒業生の進路先を確保するために、野菜工場を整備する。

(２)概要【予定】
①場所

浦安市千鳥地区海浜公園
②規模等

延床面積2,000㎡（栽培面積700㎡・その他1,300㎡）
2階建て（敷地面積によっては３階建て）

(３)開所予定
平成30年10月



（４）施設配置予定図

18
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(5)就労形態について

一般就労・就労移行支援・就労継続支援・生活介護事業
などを合わせて、80人の雇用の場を検討。

(6)提供先について

より付加価値の高い野菜を、市内のホテル群や公共施設
の食堂等への提供を行う。



６．イベントの開催予定

20

 障がい者週間記念記念イベント

日時 １１月５日（土）午前１０時～午後３時

会場 新浦安駅前ステージ及びその周辺

内容 障がい者・市民活動団体・大学等による

ステージプログラム、出店 等




