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平成28年度第 3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 10月 13日（木） 午後１時30分～午後２時30分

２．開催場所 本庁舎４階会議室Ｓ５

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）、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、社会福祉法人なゆた、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）障がい福祉事業者住宅確保支援事業補助金について

（２）「障がい者福祉計画」の進捗状況の報告について

（３）重度障がい者支援事業所運営費補助金の成果について

５．資料

（１）議題１資料（１）ヘルパーの人材不足と処遇の改善について（経緯）

（２）議題１資料（２）障がい福祉サービス従事者確保のための支援事業検討にかかる

住宅手当の支給状況調査の結果について

（３）議題１資料（３）浦安市障がい福祉事業者住宅確保支援事業補助金（仮称）

（４）議題２資料 障がい者福祉計画の進捗状況について（平成27年度実績）

（５）議題３資料（１）重度障がい者支援事業所運営費補助金の成果について

（６）議題３資料（２）参考資料・セルフチェック表

（７）当日資料（１） 障がい児向け合同説明会チラシ
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（８）当日資料（２） 「障がいのある人もない人も！かがやくまちうらやす」チラシ

（９）当日資料（３） 発達支援講演会チラシ

６. 議事

事務局：ただいまより平成28年度第３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したいことがございます。議事の記録及び会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「何々委員お願いします」の発言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。

当部会におきましては、視覚に障がいのある方が委員として参加されております。ご発言の際は、ゆ

っくりお話しくださるようお願いいたします。

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。よろしくお願いします。

リーダー：皆さんこんにちは。よろしくお願いいたします。

では、早速でございますが、議事進行をいたしてまいります。

きょう、議題は３つあります。ボリュームも結構ありますので、できる限りスピーディーに行きたい

と思います。

それでは、議題第１、障がい福祉事業者住宅確保支援事業補助金について、事務局のほうからの説明

をよろしくお願いします。

事務局：私からは、議題１、障がい福祉事業者住宅確保支援事業補助金についてご説明をします。

まず、補助金の中身に入る前に、まずは平成25年度から地域生活支援部会のほうで検討してきた内

容を説明をさせていただきまして、また、９月に住宅手当の支給状況のアンケートをさせていただき

ましたので、その報告をしてから、補助金の中身について説明をしていきたいと思います。

まず、議題１、資料（１）ヘルパーの人材不足と処遇の改善についてというほうをご説明します。

ヘルパーの人材不足については、これまで地域生活支援部会のほうで検討を重ねてきていまして、

今、大きく分けて３つに分けさせていただいているのですが、まず平成25年度、そして平成26年度に

かけまして事例を検討していく中で、求められているヘルパーはどんなヘルパーなのかということを

話し合ってきました。

また、２つ目は、平成26年度に実施しました居宅介護や行動援護、同行援護などのサービスを提供

している事業者に対しまして行ったアンケート結果より、事業所からの課題や意見について話し合い

をしました。

３つ目が、ヘルパーへの昨年度実施しました居宅介護サービス事業所等に勤務する従業者の実態調
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査を行いまして、その結果、ヘルパーの方たちから人材確保のために必要だと思うことは何かという

ことを意見をいただきまして、そのことについて話し合ってきました。

それぞれの３つに共通してあるものから、まずご説明させていただきますと、やはり１つ目が、医

療的なケアを提供できる、また、その高い専門性や技術のあるヘルパーの育成のための研修費用の補

助ですとか、その研修に行っている間の事業所の人件費の補助、助成というものが必要なのではない

かというところの意見が出ていまして、これに対しまして浦安市では、平成27年度から障がい者等喀

痰吸引等研修費等補助金というものを出していまして、喀痰吸引などの研修を受けた従業者がいた場

合には、その居宅介護事業者にはなるんですけれども、その方たちに、その事業所に研修費の助成で

したり、それにかかった人件費の助成、経費の一部を助成するような制度を設けております。

２つ目としまして、多く言われているのがやはり時間帯ですね。夜間や早朝、土日、祝日などのヘ

ルパーが必要なのにもかかわらず担い手が不足しているという意見も多く出ていました。また、緊急

時に生活支援ができるヘルパーですとか、重度障がい者への支援をしてくれるヘルパーが不足してい

るという意見も出てきました。

その中で、浦安市では、まず１つ目ですが、身体障がい者緊急時支援事業や知的障がい者緊急時支

援事業といいまして、緊急時に通報を受けまして支援員やヘルパーの方を派遣するという事業を行っ

ています。また、重度障がい者支援事業所運営費補助金を平成25年度からつくりまして、医療的ケア

が必要な方の通所先の確保としまして児童発達支援や放課後デイサービス、日中一時支援を行ってい

る事業所に対しまして、医療的ケアを行う際の経費の一部についての補助というものをしております。

そのほかにも、平成25年度、26年度の事例検討で出ていますが、自閉症の特徴を理解し、支援スキ

ルが高いヘルパーが求められているのではないかという意見も出ていましたので、今年度から自閉症

支援者スキルアップ研修というものを行っていまして、こちらは浦安市内の福祉サービス事業に従事

している方でしたり、あとは市内の学校で自閉症のお子様や生徒の方の支援に携わっている方、また

携わる予定の方に対しまして、講師をお呼びしまして、自閉症の特性の理解ですとかコミュニケーシ

ョンの方法など、そういったことを中心に、講義やグループワークを通して学んでいただいているも

のを行っております。

そのほかにも、昨年度行いましたヘルパーへのアンケートのところになりますが、やはり学校教育

の場などで障がい者を身近に感じられるようにすることというところや、介護職のイメージの向上、

外に向けてのＰＲというところでご意見をいただいていまして、浦安市のほうでは学校や各種イベン

ト、警察署などのところで、こころのバリアフリーハンドブックの配布をしたり、また、今年度も11

月５日に新浦安駅で行いますが、障がい者週間記念イベントといいまして、障がいのある方もない方

も一緒に参加できるようなイベントというものを行っております。

そのほかにも、やはりヘルパーの方からは賃金アップや手当の充実が必要という声がありましたり、

あとは不規則や長時間勤務、１人に負担がかかり過ぎないようにフォロー体制を整えたり、働きやす

いシフトをつくってほしいという意見がありました。

国のほうでは、平成27年度に障害福祉サービス等報酬改定を行っているのと、あとは国のほうで人
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材確保対策としまして、事業所の雇用管理改善の支援を行っているものがあります。助成金を出した

りですとか、情報共有のポータルサイトをつくったりですとか、コンサルティングの実施など、そう

いった支援を行っております。

こういった形で、補助金ですとか支援というものを研修などを行っているところではありますが、

さらにヘルパーの人材不足、ヘルパーの確保のために補助金を考えていまして、それが今回検討させ

ていただきます補助金、住宅確保の支援のため住宅確保支援事業補助金というものを考えております。

議題１の資料２に移りますが、こちらなんですけれども、前回の地域生活支援部会で報告させてい

ただきました、ことしの２月に住宅手当や住宅の借り上げを行っているかというアンケートを事業所

に行ったんですけれども、そのアンケートの中で住宅手当を支給していると回答した事業所、６事業

所あったんですが、その事業所に対しまして現在の住宅手当の支給状況のアンケートを９月23日から

９月30日で行いました。

そのアンケート結果なのですが、６事業所全てに回答をしていただきまして、まず４番のアンケー

ト結果を見ていただければと思うのですが、支給対象の従業者数、市内にお住まいの方は平均７名、

市外にお住まいの方も平均７名、事業所別に見てみますと、今現在は支給していないというところが

ありましたので、一番少ないところで０名、また、最大では26名の従業者に住宅手当を補助している

という事業所がありました。そのうち常勤職員の数も伺いまして、市内にお住まいの方は平均４名、

市外にお住まいの方は平均３名の方に支給しているというものがございます。これも事業所別に見て

みますと、０名のところから、一番支給しているところで６名の方に支給しているという結果が出ま

した。

こちらのアンケートの結果を受けまして、補助金検討の際に、事業所につき何人までという制限を

設けるかというところを検討材料とさせていただいております。

参考までに、一番下にも書いてあるんですが、６事業所の住宅手当の平均額が１万5,000円という

ところも、補助金のほうの金額検討の際に参考にさせていただいています。

資料の３番に移りまして、補助金の内容について説明をさせていただきます。

施行時期は、来年度、平成29年４月からを考えています。

事業の目的としましては、障がい福祉事業者の職員の人材不足改善のために、事業者が職員に対し

て住宅手当を実施した場合にかかる経費の一部を補助することにより、職員の確保、そして離職の防

止を図り、職員が働きやすい環境を整備することを目的として、この補助金を考えています。

補助の要件としまして、まず事業所なんですけれども、①番、市内の法人、そして市内の事業所で

あること。②番、総合支援法に規定されている障害福祉サービス、一般相談支援及び特定相談支援、

移動支援、日中一時支援を提供している事業所であること。そして③番、補助金を利用して、現在住

宅手当を支給している事業者に対しては、その住宅手当に上乗せをする形、または今現在住宅手当を

支給していなくても、この補助金を利用して新規創設をするという事業所という条件をつけさせてい

ただいております。これにつきましては、今ちょっと検討段階ではあるんですけれども、今現在１万

5,000円以上の手当を出している事業所というものもございまして、そういった事業所につきまして
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は上乗せはせずに、その１万5,000円を超えた分に対して市の補助金を使ってもらう。なので、上乗

せしなくてもいいのではないかという意見もいただいております。

以上の、①から③を満たした上で、さらに今から申し上げます４つ、④から⑦のうち２つ以上を満

たす事業所という条件をつけさせていただいています。

④番目ですが、夜間や早朝、土日祝日にサービスを提供している事業所。もしくは、⑤番、すみま

せん、「障害程度区分」となっているんですが、「障害支援区分」の誤りです。申しわけありません

でした、訂正させていただきます。障害支援区分が区分４以上の者にサービスを提供している事業所。

⑥番目が「災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定」を締結している事業所。⑦番目が

「災害時における要援護者の介護支援に関する協定」を締結している居宅サービス事業所。以上の４

つの中から２つ以上を満たす事業所を、今のところ考えています。

補助の対象になる職員に関しましては、自己の名義で契約している市内の賃貸住宅にお住まいで、

その住所地に住民票を置いている職員の方。また、住宅手当を支給されている同居人がいないこと。

②番、常勤の職員であって直接支援員であること。管理職は対象外を考えております。

補助金額につきましては、職員１人当たり月額１万5,000円、１事業所当たり10名までという制限

を設けるかどうかというところも今、検討をしているところです。

補助金に関しての説明は以上になるのですが、１点だけ、きょう欠席されております和洋女子大学

の委員からご意見をいただいておりますので、まずそちらのご紹介をさせていただきます。

補助要件の事業者の要件に関しましては、やはり事業者の資産というところも検討したほうがいい

のではないかという意見をいただいております。やはり資産状況が少し不安定な事業所ほど人材確保

というところで補助が必要なのではないかというところから、そういった意見が出ています。

私からは以上です。

リーダー：それでは、何かご質問のある方いらっしゃいますか。ご意見、ご質問、何でもどうぞ。どうでしょ

う、何かご質問ないですか。

では、なゆたさん、いかがでしょう。

社会福祉法人なゆた：補助対象の職員の１番の米印の「住宅手当等を支給されている同居人がいないこと」っ

て、これは独身者のみということですか。妻帯者はだめでしょうか。

事務局：妻帯者がいても構わないんですが、その方が例えばほかのところにお勤めで、住宅手当を支給してい

るといった場合には対象にはならないという考え方です。恐らく契約の名義の方にはなるので、もしか

したら多くは単身の方にはなってしまうとは思うんですが。

社会福祉法人なゆた：わかりました。ありがとうございました。

リーダー：よろしいですか。

社会福祉法人なゆた：はい。

リーダー：カプアさん、何かございますか。

ＮＰＯ法人カプア：こういういい補助金なので、うちも該当するようでしたら、やっていきたいと思います。

リーダー：ありがとうございます。
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フレンズさん、どうでしょう。何か対象者がいっぱいいそうではないですか。独身者で。

ＮＰＯ法人フレンズ：フレンズは、たくさんグループホームに住まわれている方がいますので、人材確保につ

いては年中悩んでいるところなので、とてもいい制度だと思っています。これでうちにいい方がたくさ

ん来てくれるといいなと考えています。

リーダー：あと、何かご質問とかご意見ある方はいらっしゃいますか。

これは、どういう手順で来年４月からスタートできるんですか。来年の議会にかかるとか、いろいろ手

順を見てみると、これを決定と思っていいんですか。

事務局：まず、補助金交付するために予算をつけなければいけませんので、まず予算を要求しまして、３月の

議会にかけ、議会のほうで決定するということになるかと思います。よろしくお願いいたします。

リーダー：そのために、各事業所にはいろいろアンケートとる必要はありますか。

補足どうぞ。

事務局：この補助金の内容につきましても、市役所のそういった施策のほうの担当課と協議をしてまいります

ので、若干内容に変更があることはあるかと思いますので、ご了承ください。

リーダー：わかりました。

では、この議題１はこれでよろしゅうございますか。

なければ、議題２のほうにまいります。

それでは、議題２のほうは「障がい者福祉計画」の進捗状況について、事務局のほうからお願いしま

す。

なお、皆さん、本を持ってきたら今日は便利だよというのは聞いていらっしゃいますかね。持ってき

ていなければ、後ろのほうに何部か用意してありますので、ない方はちょっと手を挙げていただいて、

お借りしてはいかがでしょう。最後は返せばよろしいんですよね。

それでは、説明のほうをよろしくお願いいたします。

事務局：私からは、議題２の障がい者福祉計画の進捗状況について、ご説明させていただきます。議題２の

資料をお出しください。

この障がい福祉計画の進捗状況についてですが、本年度より自立支援協議会とそのほかの部会で報

告することとなっております。計画をお持ちの方は、18ページに施策の体系があるので見ていただけ

ればと思いますが、施策の方向性が「１．理解と交流の促進」から、「７．自立と社会参加の促進」

まであります。今回は、地域生活支援部会に特に関係のある、施策の方向性の「２．福祉・生活支援

の充実」の中の上から２番目、「在宅福祉サービスの充実」、その次の「日中活動の場の充実」、そ

の次の「住まいの場の充実」、そして、施策の方向性「５．雇用・就労支援の推進」を中心に、本日

はご説明します。

資料自体は計画全部を網羅するものとなっておりますので、後日読んでいただいて、何かほかの、

今日説明しなかった部分で気になる点やご質問等ありましたら、事務局のほうにメールなどでお問い

合わせいただけばと思います。よろしくお願いします。

こちらの資料に掲載しているのは、計画に「主な事業」として掲載している事業についてで、平成
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27年度の実績を記載してあります。

同じ事業が何か所にもまたがって入っている場合は、基本的には、最初に出てきた施策のほうに入

っています。

それでは、議題２の資料、いきなり３ページになってしまうんですが、「在宅福祉サービスの充実」

から説明させていただきます。

この中の上から４つ目の障がい福祉ガイドブックについてなんですが、27年度から障がい福祉サー

ビス事業所一覧を掲載したり、電子書籍を作成しました。

その３つ下、協議会の地域生活支援部会なんですが、居宅介護分野における人材不足の対策、障が

いのある方の住まいや就労支援などについて検討させていただきました。

その下、喀痰吸引等研修事業補助金、こちらは27年度より創設した補助金で、研修を受講した職員

がいる市内の障がい福祉サービス事業所に経費の一部について補助金を交付しまして、医療的ケアが

行える人材の育成を図りました。

４ページ目に移りまして、一時ケアセンターなんですが、短期入所や日中一時支援事業を行うとと

もに、介護者の疾病などによる緊急預かりを24時間365日行うことで介護者の負担を軽減し、障がい

のある人の生活を支えることができました。また、医療的ケアを必要とする人の受け入れも行いまし

た。

その下の、緊急時支援事業なんですけれども、身体障がい者緊急時支援事業に加えて、27年度から

知的障がい者緊急時支援事業を新たに実施しまして、障がいのある方が、安全に自立した日常生活を

送ることができるようにしました。

続きまして、（３）番の日中活動の場の充実ということで、上から２番目の丸、生活介護事業所補

助金についてですが、特別支援学校の卒業生の通所先となっている生活介護事業所をふやすために、

整備費用を補助しました。

その下の、重度障がい者支援事業所の補助金については、重度の障がいのある方を受け入れていた

だいている事業所に補助するものです。この補助金の成果については、この後の議題３で検証する予

定です。

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、障がい者福祉センターでは、さまざま

な事業を行いまして、日中活動の充実や福祉的就労の促進を図りました。また、身体障がい者福祉セ

ンターでは、医療的なケアを必要とする人の受け入れも行いました。

資料は５ページに移りまして、（４）の住まいの場の充実ですが、南台五光福祉協会が運営する、

もくせい園や、やまぶき園の運営を支援しまして、住まいの場の充実を図っています。

また、市では、グループホームの拡充に力を入れておりまして、グループホームの運営費の補助金

や整備事業補助金によって、運営費や整備費を補助しました。また、旧教職員住宅を活用してグルー

プホームを整備しまして、27年度から入居が開始されました。

続きまして、少し飛びまして、資料８ページの下のほうになります。

５の雇用・就労支援の推進、（１）の障がい者雇用の推進と就労支援体制の充実ということで、ワ
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ークステーション事業なんですけれども、障がい事業課では知的障がいの方や精神障がいの方を非常

勤職員として雇用しております。

続いて、就労支援センター事業ですが、千鳥のワークステーションの中にある就労支援センターで

は、就労相談、就職活動支援など、障がいのある方の就労支援を行っております。

続いて、９ページに移りまして、雇用促進奨励金なんですけれども、こちらは障がいのある方を雇

用している事業主に対して奨励金を支給しました。支給額については、月額２万円または２万5,000

円ということです。

その下の障がい者職場実習奨励金なんですけれども、市内に居住する障がい者の職場実習を受け入

れた事業主に対して、実習生１人当たり２万円の職場実習奨励金を支給するというものを行っており

ます。

続きまして、（２）の福祉的就労の促進ということで、まず「うらやす市ハンドメイドＢＯＯＫ」

なんですけれども、皆さんごらんになったことがあるかと思いますが、こちらなんですが、浦安市内

の障がい者施設の製品や受注業務の情報を掲載しているものでして、浦安カタログ2016にも、この中

身を掲載させていただいております。

続きまして、浦安福祉事業体なんですが、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、27年４月から活動を開始したものです。小型家電のリサイクル業務やエスフロントの運営

を行いました。また、27年度については新庁舎の食堂・売店の開店に向けて準備を行いました。

続いて、障がい者就労施設等からの物品等調達推進方針ということで、こちら計画には掲載してい

ない事業ですけれども、この資料で追加で掲載させていただいております。第２回の地域生活支援部

会の資料として、28年度の方針をお出ししたものがありますが、障がい者就労支援施設などからの物

品、または役務の調達を推進するため策定していまして、調達目標金額などを設定したものです。

私から、議題２の説明は終わらせていただきます。

リーダー：どうもありがとうございました。

今回、施策の体系の中の１番から７番ある中での、この部会に一番関連の深い２番と５番について説

明をしてもらいました。

そのほかは、先ほど事務局からあったとおり、何かお気づきの点、ご意見等ありましたら、メール

でもお電話でもファクスでもということでございますので、後ほどお読みいただきたいと思います。

では、今説明を受けました、主に２番と５番についての何かご質問、ご意見ございましたら、お願

いいたします。

あえてご質問は指名しませんので、ある方はどうぞ。

どんどん進んでしまいますが、いいですか。

それでは、また後戻りしても結構でございます。特になければ、議題３のほうに移ってまいります。

それでは、議題３、重度障がい者支援事業所運営費補助金の成果について。今日は重度障がい者支

援事業所運営費補助金の平成27年度の交付事業者、５事業所に補助金の交付により得られた成果等を

説明していただきたいと思います。事前に資料等をいただいております。
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では、事務局より重度障がい者支援事業所運営費補助金の概要についてのご案内をよろしくお願い

いたします。まず事務局のほうから、この補助金についての説明を、まずお願いいたします。

事務局：事業所様からの成果発表に先立ちまして、浦安市重度障がい者等支援事業所運営費補助金というもの

の概要をご説明させていただきます。

この補助金は、市の指定管理施設であります障がい者福祉センターを利用する重度障がい者が、その

障がい者福祉センターに集中してしまったという経緯がありまして、市内にその重度障がい者に質の高

いサービスを提供できるような事業所を増やしまして、重度障がい者への支援を充実を図るということ

を目的に、平成26年度に創設しました。

制度の内容につきましては、そちらに本日議題３資料（２）という資料をお渡ししているかと思うん

ですけれども、そちらにあります生活介護、就労継続支援事業、就労移行支援事業、そして自立訓練、

短期入所、共同生活援助、こちらの事業を実施しています市内の事業所を対象としています。

こちらの対象の事業を実施しています事業所さんで、規定の障がい支援区分が４以上で、市の規定す

る障がい者の方を対象に、今日お渡ししました議題３資料（２）、このセルフチェック表というもので、

人員配置ですとか設備、運営に関しまして、市の規定する以上のもの、サービスを行っている事業所に

対し補助金を交付しております。

そのセルフチェック表の（２）というものですね。この人員配置と各事業につきまして、この人員配

置と設備、運営、各項目１項目以上が該当となる事業所が対象となっております。

補助基準額につきましては、対象の障がい者の支援をした１日当たり平均5,800円というふうになっ

ております。

補助金の概要については以上になります。

リーダー：それで、今から発表になるんですけれども、この議題３、資料というのをお手元に持ちながら、

前のほうではパワーポイントでご案内するそうでございます。

この資料の見方はわかりますか。大体わかりますかね。最初、あいらんどさんですけれども、補助

金の対象事業についてあって、その基準、セルフチェックリストで、あいらんどさんはこの基準を満

たしていますよと。だから、この補助金受けられましたよという表になっているという理解でよろし

いですよね。

事務局：はい、大丈夫です。

リーダー：それでは、ＮＰＯ法人あいらんどからひとつよろしくお願いいたします。

ＮＰＯ法人あいらんど：あいらんどと、オフタイムハウスあいらんどということで、補助金の対象事業等に

ついては、グループホームであるオフタイムハウスあいらんど、あとは、生活介護というあいらんど

ということで、グループホームのほうは１名、補助金対象者の人数、生活介護３というところにグル

ープホームも入っているという流れで、その資料にもございます交付要件の中で満たしているという、

この数字の中におさまっているというような状況です。

生活介護に関しては、常勤職員の75％以上、また継続３年以上の常勤職員が30％以上配置されてい

ることと、あとは、共同生活援助のほうで、夜間支援員は夜勤あるいは宿直の形態で、夜間全ての時
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間帯で１人以上配置されているというところも、既に一番最初から開始していたということで対象に

なります。

取り組みとして、スタッフ、生活介護に関しては、今うちは定員が８になりましたけれども、前年

度の人数ということで、前年度は６だったんですけれども、やはり常時7.5名、生活介護のほうは7.5

名おりました。その中でスタッフを増員できることができ、現場で何かあっても、常時１人に２人つ

いたこともございましたし、１人に３人ついたこともございましたので、職員の待遇をかなり見直す

ことはできました。

共同生活援助に関しても、非常に煩雑な時間帯は１人の世話人では対応できないということで、朝

の送り出しだったり夕方の受け入れだったり、あとは介助が必要な利用者さんに関しては、この時間

帯２名から３名のスタッフが配置できるようになっていることで、入浴介助に関しては有資格者にお

願いしているので、その辺の待遇手当という形で、倍ぐらいの金額をお支払いすることができました。

生活介護に関しては、今まで時間帯が違っていたり、一部の時間しかご利用されていない方がいら

したために、なかなか送迎サービスが実施できなかったんですけれども、送迎サービスが実施できる

ようになりました。

それと、共同生活援助に関しては、収納設備を除きなんですけれども、9.72、約６畳プラス1.5畳

ぐらいのお部屋を確保しております。

補助金の活用により実施した取り組みですね。送迎車の車をふやすことができました。財団さんの

協力も得て、かなり財団さんから車をゲットするには自己資金が必要なのは皆さんご存じだと思うん

ですけれども、自己資金すらなかったという寂しい状況だったんですけれども、その資金に充てるこ

とができました。

あと、緊急時の対応ということで、職員１人１台、携帯電話を常に携帯するという形で、駆け出し

だったり、あとは突然留守になってしまったりとか、突然１人に２人体制になったりしたときの対応

が、緊急のときの携帯電話で対応できるようになったという状況です。

ちょっと簡単ですけれども、以上です。

リーダー：ありがとうございました。

これについての５事業所のご質疑については、全部終わってから受けますので、後ほどまとめてご

質疑受けますので、よろしくお願いします。

それでは、次、タオでございますが、タオについては、私のほうから簡単に説明させてもらいます。

非常に簡単なことしか書いていないんで申しわけないんでありますが、人員配置と設備及び運営の基

準については、その項目が一応タオではやっていますということで、ご報告させてもらいました。

補助金の対象事業については、就労移行、就労継続のＢ型、補助対象者は５名であります。それで、

どのようにしてお金を使わせてもらったかというと、重度の利用者、行動援護対象者と思っていただ

ければいいと思うんですが、サービスを利用する際の支援員を１名採用させていただきました。単純

に１名ふえただけではなくて、この方は、行動援護の有資格者でありますから、うちの職員に対する

教育効果も大変ありまして、そういう人たちに対する配慮すべきことについても学ばせてもらいまし
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て、大変有効に使わせていただきました。

簡単でありますが、終わりまして、次は、なゆたさん、いきましょうか。よろしくどうぞ、お願い

いたします。

社会福祉法人なゆた：私のほうからも簡単に補助金の対象の説明をさせていただきます。

補助金の対象事業としては、生活介護と就労継続支援Ｂ型となっておりまして、今年度の２月から生

活介護事業を始めまして、それまでは就労継続支援Ｂ型のみだったんですが、そこで、今の現在の補助

対象者の８名は全て生活介護のほうに就労のほうから移行しておりますので、８名、生活介護を利用さ

れている方が補助対象という形となっております。

交付要件を満たしているところは、ここをごらんになっていただければ、その人員配置のところです

と、常勤職員が75％以上、または継続３年以上の常勤職員が30％以上配置しているということです。

あと、人員配置のところですけれども、職員のほうをこの補助金によって、人数のほうを国の基準で

すと、利用者さん１人に対して１対1.7というのが基準であるんですけれども、それより多い配置で１

対1.3の割合で、職員を配置して、利用者さんにきめ細かい支援のほうをさせていただいております。

あと、設備面のほうに関しては、昨年の12月に今川のほうから移転したこともありまして、場所の移

転もあるので、ちょっとあれなんですけれども、ここに書かせていただいたところでは、利用者さん１

人当たりの作業室及び訓練室のところのスペースが少し広くとれているところで、一人一人の作業が、

環境設定が少し多くとれる中で安定しているというところです。あと、送迎サービスも実施しておりま

す。

あと、最後のその取り組みなんですけれども、やはりなゆたの場合、自閉症の方が多いということも

ありまして、それぞれ特性の理解のほうをしていかないと、なかなかその作業のほうに向かうというこ

とも難しいというのがあります。高等部を卒業してからこちらの通所をされている方も多いので、まず

その生活の安定というところを目標にしながら、作業のほうは第二と考えて今取り組んでいます。

それの生活のほうが安定することによって、本当にすごく作業スペースも、作業のペースも上がって

おりまして、１年前と比べると、すごく作業のペースも上がっておりますので、まずそういう生活の安

定というところを考えております。

また、環境設定というところでパーテーションとか、その辺を設けて、利用者さんの特性を考えなが

ら配慮して作業のほうを進めさせていただいております。

以上です。

リーダー：ありがとうございました。

では、続きまして、ＮＰＯ法人カプアのほうから、よろしくお願いいたします。

ＮＰＯ法人カプア：補助金の対象事業になります。生活介護事業で、27年度は補助金の対象者の人数８名、区

分４が１、区分５が５、区分６が２名になっています。定員は６名なんですが、今年度は10名にふやし

ています。

それで、補助金の要件を満たしているもの、このプリントの中で理学療法士と一番最後にあるんです

けれども、それは次の取り組みのほうですので、これは削除してください。要件を満たしているのは、
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人員配置としては以上で、３つの項目があります。それによって、人員配置の取り組みとしては、県の

指定としては1.7対１ということでとっていたんですが、実際には１対１に近い人員配置を行ってサー

ビスを行ってきました。

カプアの、たちばなの特徴としては、車椅子の利用者さんが非常に多くて、現在、今年度も12名と契

約していますが、そのうち11名が車椅子です。ですから、1.7対１ではトイレ介助とか考えると、とて

も無理な状況なので、その１対１に近い配置でサービスを行うことができました。理学療法士が毎日い

るので、機能訓練や個別にマッサージを行ったりしております。

今度は設備のほうですが、以上の４点が該当しているものになります。それによって取り組みとして

は、トイレの中にベッドを置いて、当然車椅子の方ですからベッドに移して着がえとかおむつ交換とか

しなきゃだめなので、そういう状況をつくってプライバシーを守れる環境をつくりました。機能訓練と

して、平行棒やその他の機器を使ってリハビリを行ったりしました。あと、ミシンを導入して、作業訓

練も兼ねてミシン作業を行ったりしています。あと、その写真は、トイレの状況と機能訓練室の状況で

す。

その他としては、正社員の基本給、賞与、非常勤の時間給等、例年よりも引き上げることができまし

た。その結果、皆さんおわかりと思いますけれども、毎年何人も退職する職員がいたんですが、それが

昨年度は１名というふうに、非常に少ない状況に何とかなりました。

以上です。ありがとうございました。

リーダー：ありがとうございました。

それでは、ＮＰＯ法人千楽さん、よろしいでしょうか。ひとつよろしくお願いします。

ＮＰＯ法人千楽：ＮＰＯ法人千楽、生活介護事業の担当よりご報告させていただきます。

補助金の対象事業については、生活介護事業所カイムでございます。本年度の対象者は２名でございま

す。その中で条件を満たしているものとして、まず人員配置で、こちらは看護師を駐在させております。

特に補助金の活用により実施した取り組みとして、人員配置の中では、日中活動が中心になりますので、

それをより充実、活性化させるために、美術等の専門知識のある人員を動員をしました。こちらは、以

前より障がい者支援に携わっていたという経験もあるものですので、その点についても知識のある美術

の専門知識のある人間を動員し、そちらで美術に関する作業等を拡大、拡充していきました。

もう１点は、利用者さんの状況に合わせて専任サポート、増員できたことでサポートできる体制をと

ることができました。２年目ということもありまして、まだなかなか安定もしていないことがありまし

て、外部へ出て販売することとかが機会は少なかったんですけれども、今後はこのことにより外部で販

売することとか、外出等のレクリエーションとか、そういったこともできる体制をとりましたので、こ

れからますますそういった点もあわせて充実をさせていきたいと思っております。

次は、送迎サービスと設備等ですね。送迎サービスと、施設、作業所の訓練の増強が当てはまってお

ります。特に実施した取り組みとしまして、作業活動をよりいろんな、今は利用者さんに合わせた作業

をいろんな形で提供していく、どういうのが見合うかというのも今、模索中というところもありますの

で、より一層使いやすい機器だとか、そういったのをふやすことができまして、より一層、いろんな利



1313

用者さんに作業が集中して取り組んでいただけるような環境になりました。

もう１点は、パーテーションの設置工事を行い、さまざまな特性のある利用者さんを受け入れる環境

づくりをしたと書いたんですけれども、私ども、精神障がい者、知的障がい者も半々ですし、男女構成

もほぼ半々というところもありますので、例えば細かい作業がやりたいとか、針とか刃物を使う作業を

やりたいという方もいらっしゃいますので、その中で安全に作業を集中して取り組める環境もつくって

いくべきだと思いまして、パーテーションで、急な飛び込みとかそういったのがない環境の中をつくる

ということもしまして、また、今日は少人数で、大人数でやるのはちょっと厳しいという方がいらっし

ゃったら、そちらの仕切られた部屋の中で作業していただく環境も整えることができました。

あとは、今回のジュッカイのほうで共同販売所ができましたので、その他としては、そういった販売

に向けて生活介護事業所とか、はーとＢｅａｔという新しい事業所がありますので、そういうことも皆

さんに周知して、ご認識いただくチャンスですので、そういった販売の備品等を拡充して、販促資材を、

そういうのを購入して資金に充てさせていただきました。

以上でございます。

リーダー：ありがとうございました。

それでは、今５つの事業所の説明を受けまして、それの質疑と、それから今、本日の全般的な質疑で

も思い出したことがあったら質疑を受けます。

どうぞ、何かございましたら。よろしいですか。

大変多岐にわたって皆さん活用されて、それぞれ充実した補助金の使い方だったと思います。28年度、

また来年もきっと同じようなことがあると思いますので、皆様、ぜひ検証していただきまして、来年の

発表につなげていただきたいと思います。

それでは、今日の議題は全部これで終わったんですが、ご質疑はよろしいですか。

どうぞ。では、サブリーダーのほうから。

社会福祉法人敬心福祉会：ちょっと戻ってすみません、１点だけ教えてもらいたいんですけれども、議題資料

２の９ページ目にある障がい者職場実習奨励金なんですけれども、これって何か期間みたいなのはある

んですか。何日間でやらなきゃいけないみたいな。

事務局：はい。実習は１回５日以上受け入れた事業主のほうに奨励金を交付しています。

リーダー：あと、何かご質問ございますか。

浦安市肢体不自由児親の会どっこらしょ：カプアさんにお尋ねしたいんですが、職員の定着率がよかったとお

っしゃったのは、職員とおっしゃったのは正規の職員の方のみですか、それとも非常勤の方も全て含め

てということですか。

ＮＰＯ法人カプア：常勤職に限ってです。

浦安市肢体不自由児親の会どっこらしょ：常勤職の方に限りで。わかりました、ありがとうございました。

リーダー：そのほか何かご質問等ございますか。よろしいですか。

電気をつけてもらってもよろしいでしょうか。私のところが暗くて、一人寂しいものですが、ちょっ

と電気を明るくしていただきまして。
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それでは、最後に事務局のほうから連絡事項が３点ほどあるんでしょうか。よろしくお願いいたしま

す。

事務局：当日資料としまして、Ａ４のチラシを３枚置かせていただきましたので、そちらについて簡単にご説

明いたします。

まず、１枚目ですね。障がい児福祉サービス事業所合同説明会ということで、こちらにつきましては、

５月に特別支援学校を卒業、主に卒業生を対象としました日中の活動の事業所による説明会というのを

行ったところなんですけれども、それの障がい児福祉サービス版といいますか、今回につきましては障

がい児福祉サービスの事業所による合同説明会を行うというものになります。

日時は、平成28年10月26日の水曜日、９時半から12時、場所はショッパーズプラザの市民プラザＷａ

ｖｅ101大ホールになります。

事業者ブースでの事業者にご案内ですとか、展示・模擬店ブースを設けますので、立ち入りは自由に

なりますので、ぜひご参加いただければと思います。

続きまして、こちらのほうも昨年も実施しました障がい者週間記念イベントということで、昨年より

少し早めて11月５日に開催します。「障がいのある人もない人も！かがやくまち うらやす」というこ

とで開催いたします。場所も新浦安駅前広場になっております。

前回と同じように、駅前のステージを使いまして、市民活動団体ですとか大学によりますステージプ

ログラム、あと、ステージの中にはトパーズクラブさんのステージもあるということですので、ぜひ皆

さん、時間のほうもこちらに書いてありますので、お越しいただければと思います。

あとは、同じように市民活動団体ですとか、障がい福祉事業所さんによる物品販売、お菓子ですとか

食べ物の販売などもありまして、また、飲んだり食べたり踊ったりしながら楽しく過ごせる時間になっ

ておりますので、ぜひお越しください。

今回も、このチラシにありますように、裏に障がい者差別の浦安市の条例のご案内と、あとクイズを

つけていますので、このクイズについては、会場でクイズに答えていただきますと景品をあげますよと

いう参加型になっておりますので、ぜひ皆さんご参加いただければと思います。

もう１枚、発達支援講演会ということで、平成28年11月22日火曜日に、講師に教育ジャーナリストの

品川裕香さんをお招きしまして、こちらも市民プラザＷａｖｅ101大ホールにおきまして、テーマとし

ましては、「思春期から就労時期にかけて、働くために必要なこと」という講演会を開催いたします。

こちらにつきましては、発達障がいの障がいにも限らず、これからお仕事、就職するお子さん方なんで

すけれども、なかなか就職ができないとか、就職できても続かないとか、そういった問題のある方もた

くさんいらっしゃいますので、それを防ぐために保護者の方、あと、学校とかそういったところでどう

いったような、今からやっておいたほうがいいのかということをお話しいただけると思いますので、興

味のある方はぜひご参加ください。

こちらにつきましては、10月１日の広報に掲載をしまして、今募集中ですので、先日、自立支援協議

会の委員の皆様にはメールのほうでもちょっと送信させていただきました、所属の団体さんですとか事

業所さんでもぜひチラシをお配りいただければと思いますので、お申し込みの際は障がい事業課までご
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連絡いただければと思いますので、ぜひご参加ください。よろしくお願いいたします。

私のほうからは以上になります。

リーダー：ありがとうございました。

それでは、今日の議題は全て終了いたしました。

次回は来年の２月23日木曜日を予定しております。これが本年度の最後の部会になりますので、出席

のほうよろしくお願いいたします。

それでは、どうも本日はありがとうございました。



平成 28 年 10 月 13 日（木）

午後１時 30 分～３時 30 分

市役所４階会議室Ｓ５

浦安市自立支援協議会地域生活支援部会（平成 28 年度第３回）次第

１．開会

２．議題

（１）障がい福祉事業者住宅確保支援事業補助金について

（２）「障がい者福祉計画」の進捗状況の報告について

（３）重度障がい者支援事業所運営費補助金の成果について

３．閉会



議題１資料（１）

ヘルパーの人材不足と処遇の改善について（経緯）

ヘルパーの人材不足については、平成25年度地域生活支援部会から検討を重ねてきました。

○事例検討【求められているヘルパー】

※平成25年度、平成26年度地域生活支援部会資料（事例検討）より抜粋

①自閉症の特徴を理解し、支援スキルが高いヘルパー →自閉症支援者スキルアップ研修

②医療的なケアを提供できるヘルパー →障がい者等喀痰吸引等研修費等補助金

③早朝、深夜、泊りで重度の方のケアを担えるヘルパー

④夕方から夜にサービス提供してくれるヘルパー

⑤土日祝日に稼働してくれるヘルパー

⑥緊急時に生活支援できるヘルパー

○事業所へのアンケート【事業所からの課題や意見】

※平成26年度実施 訪問介護に係る実態アンケート結果より抜粋

①訪問介護は負担が大きいので、もっと待遇を良くすることが必要

②研修・育成への補助の不足

・採用に関する費用を補助する制度が必要

・医療的ケアや行動援護など、高い専門性・技術のあるヘルパー育成（研修費用の補助、事業所の人

件費への助成が必要） →障がい者等喀痰吸引等研修費等補助金

③夜間・早朝・土曜日・日曜日・祝日の担い手不足

→身体障がい者・知的障がい者緊急時支援事業（定期）

④重度障がい者支援の担い手不足 →重度障がい者支援事業所運営費補助金

⑤重度訪問介護事業や行動援護を担う事業所が少ない

○ヘルパーへのアンケート【人材確保のために必要だと思うこと】

※平成27年度実施 居宅介護サービス事業所等に勤務する従業者の実態調査結果より抜粋

①研修の充実、研修参加費の補助 →障がい者等喀痰吸引等研修費等補助金

②学校教育の場などで、障がい者を身近に感じられるようにすること

③介護職のイメージの向上、学生向けのPR・就職フェアの開催

④賃金アップや手当の充実 →（国）障害福祉サービス等報酬改定

⑤不規則、長時間勤務、医療的ケアを担うヘルパーの価値に見合った報酬

⑥一人に負担がかかりすぎないように、フォロー体制を整える

⑦時間を細分化し、働きやすいシフトの作成

・身体障がい者、知的障がい者緊急時支援

事業（定期）

・重度障がい者支援事業所運営費補助金

・「こころのバリアフリーハンド

ブック」の配布

・障がい者週間記念イベント

(国)人材確保対策



議題１資料（２）

障がい福祉サービス従事者確保のための支援事業検討にかかる

住宅手当の支給状況調査の結果について

１．調査の目的

障がい福祉サービス従事者の確保及びその離職の防止を目的とした、従事者に対する住

宅手当の補助事業を検討するため、従業者へ住宅手当を支給している事業所に対し、現在

の支給状況について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 9 月 23 日～9 月 30 日

基準日 ：平成 28 年 9 月 1 日

対象事業所 ：６事業所

平成 28 年 2 月に実施した「障がい福祉サービス従業者住宅確保アンケー

ト」で、従業者への住宅手当を支給していると回答した事業所（※）

※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：６事業所

４．アンケートの結果

○支給対象従業者数 （平均） 14 名

市内 （平均）7 名 事業所別にみると、最少 0 名 最大 26 名

市外 （平均）7 名

○支給対象従業者のうち、常勤職員数 （平均）7 名

市内 （平均）4 名 事業所別にみると、最少 0 名 最大６名

市外 （平均）3 名

（参考）

６事業所の住宅手当額（平均）15,000 円

※平成 28 年 2 月に実施「障がい福祉サービス従業者住宅確保アンケート」結果より



議題１資料（３）

浦安市障がい福祉事業者住宅確保支援事業補助金（仮称）

【施行時期】平成29年4月から

【事業の目的】

障がい福祉事業者の職員（以下、「職員」という）の人材不足改善のため、障がい

福祉事業者（以下、「事業者」という）が職員に対して実施する住宅手当にかかる経費

の一部を補助することにより、職員の確保及びその離職の防止を図り、職員が働き

やすい環境を整備することを目的とする。

【補助要件】

○補助対象の障がい福祉事業者

①市内の法人・事業所

②「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」に規定され

る、障がい福祉サービス、一般相談支援及び特定相談支援、移動支援、日中一時支

援を提供している事業所

③補助金を利用し、現在の住宅手当に上乗せする、または、住宅手当の新規創設

をする事業者 ※市の指定管理・委託事業は対象外

上記①～③を満たし、次の④～⑦のうち、２つ以上を満たす事業所

④夜間・早朝（午後8時～午前9時）、土日祝日にサービスを提供している事業所

⑤障害支援区分が区分４以上の者にサービスを提供している事業所

⑥「災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定」を締結している事業所

⑦「災害時における要援護者の介護支援に関する協定」を締結している居宅サービ

ス事業所

○補助対象の職員

①自己の名義で契約している賃貸住宅（市内に限る）に居住し、当該住所地に住民

票を置いている職員 ※住宅手当等を支給されている同居人がいないこと

②常勤の職員で、直接支援員であること（管理職は対象外）

【補助金額】

職員一人に当たり、月額15,000円

１事業所あたり、10名まで



議題２資料

1

障がい者福祉計画の進捗状況について（平成 27 年度実績）

１．理解と交流の促進

（１）啓発の促進

○こころのバリアフリー支援事業・障がい者福祉推進事業（障がい事業課）

「こころのバリアフリーハンドブック」を市内小学校の児童等に配布しました。

行政職員（市職員・警察職員）や事業所職員を対象とした研修会、一般市民を対象とした講演会、

障がい者週間記念イベントを開催しました。

○自立支援協議会・権利擁護部会（障がい事業課）

平成 28 年４月の障害者差別解消法施行に向けて、広報・啓発活動や、市の相談体制などについ

ても検討しました。また、成年後見制度の事例についても検討しました。

○職員研修（人事課）

新規採用職員（行政・看護師・栄養士）32 名に対し、福祉体験研修を実施しました。

（２）市民との協働による支援活動の促進

○事業の後援（障がい事業課）

障がいのある方を対象としたイベントや講座の後援を行い、広報うらやす及びホームページ等へ

の掲載、公民館等施設へのチラシの配布についての協力等を行いました。

○市民活動促進事業（協働推進課）

市民活動センターを運営していく中で、市民活動に関する情報の提供や相談対応、また備品等の

貸し出しを行いました。

また、市民活動団体が主体的に行う公益的な事業に対し補助金を交付しました。

○ボランティア休暇制度（人事課）

職員のボランティア活動への参加を支援するため、１年に５日の範囲内でボランティア休暇を付

与します。庁内グループウェアのキャビネット上にて、周知を行いました。

○［新規］障がい福祉サービス事業所合同説明会（障がい事業課）

浦安市内の障がい福祉サービス事業者が参加し、事業者ごとにサービスのご案内や利用相談への

対応をしました。
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（３）交流機会の拡充

○浦安市障がい福祉団体事業費補助金（障がい事業課）

各障がい福祉団体が行う事業に対し、経費の一部について補助金を交付しました。障がい者相互

の生活の援護、親睦と福祉の増進を図ることができました。

○まなびサポート事業（教育研究センター）

特別支援学級と通常の学級の児童生徒の日常的な交流を基盤にし、個々のニーズに応じて、教科

学習等の交流及び共同学習を推進しました。特別支援学級と通常の学級担任の交流や、はっぴい発

表会等を通じて、障がいと障がいのある子どもに対する教職員全体の理解を促進し、校内体制の拡

充を図りました。

２．.福祉・生活支援の充実

（１）相談支援の充実

○自立支援協議会・相談支援部会（障がい事業課）

計画相談について利用者に理解していただくためのリーフレットを作成しました。

また、サポートファイルの活用について検討を行いました。

○基幹相談支援センター事業（障がい事業課）

在宅障がい者やその家族の地域における生活を支援し、障がい者の自立と社会生活の促進を図る

ため、基幹相談支援センター事業について委託しました。

○障がい者福祉推進事業（障がい事業課）

自立支援協議会のこども部会及び相談支援部会において、サポートファイルの活用や改善につい

て検討し、「共通シート」を作成して関係機関による連携の強化を図りました。

また、発達支援セミナーや発達支援講演会を開催し、障がい児支援の知識の普及・啓発を行いま

した。

○身体障がい者相談員、知的障がい者相談員（障がい事業課）

身体障害者相談員 4 名、知的障害者相談員 1 名で、電話やＦＡＸ等で相談に対応しました。

○計画相談支援推進事業補助金（障がい事業課）

市内の事業所に限らず市外の事業所にも補助金を交付し、浦安市の受給者の計画を作成する相談

支援専門員の確保を促すことができました。
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（２）在宅福祉サービスの充実

○障がい者福祉サービス利用支援事業（障がい福祉課）

独自に利用者負担軽減措置を実施し、障害福祉サービス利用に係る利用者負担額の助成を行いま

した。

○各種手当の支給（障がい福祉課）

市手当は、重度の障がい者及び障がい児で障がい内容や所得制限などによって、特別障害者手当

（国手当）が受けられない方に支給を行いました。

国手当は、在宅の特別障がい者及び障がい児に対し、著しく重度の障がいによって生ずる日常生

活上の負担軽減を図る一助として支給を行いました。

○障がい者在宅介護支援事業（障がい福祉課）

障がい者が家庭での生活を継続するとともに、介護者の心身及び経済的な負担の軽減を図ること

が出来ました。

○障がい福祉ガイドブック（障がい事業課）

最新の福祉制度のあらましを冊子にするともに、障がい福祉サービス事業所一覧を掲載したり、

電子書籍を作成しました。

○地域生活支援事業（障がい福祉課）

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計画的に

実施することで、在宅福祉サービスの充実に努めました。

○日常生活支援事業（障がい福祉課）

障がい者の在宅での日常生活を支援するとともに、介護者の心身及び経済的な負担の軽減を図る

ことが出来ました。

○自立支援協議会・地域生活支援部会（障がい事業課）

居宅介護分野における人材不足の対策、障がいのある方の住まいや就労支援などについて検討し

ました。

○喀痰吸引等研修事業補助金（障がい事業課）

研修を受講した職員がいる市内の障がい福祉サービス事業所へ、経費の一部について補助金を交

付し、医療的ケアが行える人材の育成を図りました。
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○障がい者等一時ケアセンター（障がい事業課）

短期入所や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 24 時間 365

日行うことで、介護者の負担を軽減し、障がいのある人の生活を支えることができました。

また、医療的なケアを必要とする人の受け入れも行いました。

○[新規]身体障がい者緊急時支援事業・知的障がい者緊急時支援事業（障がい事業課）

身体障がい者緊急時支援事業に加えて、知的障がい者緊急時支援事業を新たに実施し、障がいの

ある方が安全に自立した日常生活を営むことができるようにしました。

（３）日中の活動の場の充実

○特定地域活動支援センター経営事業費補助金（障がい事業課）

地域活動支援センターⅠ型を経営する事業者に対し補助金を交付することで、障がいのある人や

難病者等の自立した日常生活や社会経済活動への参加の促進を図りました。

○生活介護事業所整備費補助金（障がい事業課）

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した。

○重度障がい者支援事業所運営費補助金（障がい事業課）

生活介護・グループホーム等の事業所へ補助金を交付することにより、サービスを行う事業所の

円滑な運営が促進され、重度障がい者の福祉の増進を図れました。

○身体障がい者福祉センター事業（障がい事業課）

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、障がいのある人の日中活動の充実及び福祉的就労の促進を図りました。

また、医療的なケアを必要とする人の受け入れも行いました。

○ソーシャルサポートセンター事業（障がい事業課）

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、障がいのある人の福祉

的就労の促進を図るとともに、レクリエーション活動・交流の場の提供などを行い、障がいのある

人の余暇活動の促進を図りました。

○障がい者福祉センター事業（障がい事業課）

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、障がいのある人の日

中活動の充実及び福祉的就労の促進を図れました。
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（４）住まいの場の充実

○グループホーム等入居者家賃助成（障がい福祉課）

グループホームに入居する非課税世帯に属する障がい者が支払った家賃の一部（家賃より給付費

を控除した額の２分の１）を２万円を限度として助成しました。

○南台五光福祉協会（障がい事業課）

「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、

障がいのある人の住まいの場の充実を図りました。

○障がい者グループホーム運営費補助金（障がい事業課）

グループホーム運営事業者へ運営に要した経費の一部について補助金を交付したことにより、円

滑な運営を促進し、居住している障がい者の福祉の増進を図れました。

○障がい者グループホーム整備事業補助金（障がい事業課）

グループホームの整備費用等に対して補助を行い、障がいのある人の住まいの場の充実を図りま

した。

また、旧教職員住宅を活用して新たにグループホームを整備しました。

３．保健・医療の充実

（１）障がいの原因となる疾病等の予防・障がいの早期発見

○各種健（検）診（健康増進課）

健康づくりと生活習慣病予防、早期発見、早期治療を図り、住民の健康増進に資するため「高齢

者の医療の確保に関する法律」「健康増進法」及び「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のため

の指針」に基づき健(検)診を行いました。

○妊婦健康診査（健康増進課）

母子手帳交付時には14回分の妊婦健康診査受診券を交付し、定期的に健診を受けるよう指導し、

里帰り等で受診券が使えない場合の扶助費の方法についてもあわせて説明をしています。また、低

体重等での出生を少なくするために、ハイリスク妊産婦保健指導・訪問指導等にも力を入れていま

す。

○未熟児養育医療（健康増進課）

出生時の体重が 2,000g 以下等、身体発達が未熟なまま生まれ、指定医療機関に入院して養育を

受ける必要がある児に対し、医療費の一部を助成しています。申請後、審査により給付の可否を決

定しています。申請時に面接を実施し、必要時地区担当保健師との顔つなぎを行っています。
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○乳幼児健康診査（健康増進課）

１歳６か月児健康診査・３歳児健康診査でことばや情緒面の発達の遅れが発見された子どもに対

し、子育て相談や「のびのびクラス」（１歳６か月児健診等事後指導教室）で発達をうながすための

支援を行い、特に早期療育が必要な子どもについては、「こども発達センター」につなげていくよう

努めています。

（２）保健・医療・リハビリテーションの充実

○難病疾患者見舞金（障がい福祉課）

「千葉県特定疾患治療研究事業実施要綱」及び「千葉県小児慢性特定疾患治療研究事業実施要綱」

に指定された疾患による入院・通院に対し見舞金を支給しました。市川健康センターで医療受給者

証の交付の際、浦安市からの見舞金支給を案内し対象者に周知しています。支給額は、1 日以上の

通院又は 15 日未満の入院は月額 5,000 円、15 日以上の入院は月額 10,000 円を診断書審査後

の 5 月に支給します。

○自立支援医療（育成医療）（障がい福祉課）

18 歳未満の児童で、その身体障がいを除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待で

きる者に対し医療費の助成を行い、対象者（保護者）の経済的負担を軽減しました。

○自立支援医療（更生医療）（障がい福祉課）

18 歳以上の身体障害者手帳所持者を対象とし、障がいを除去・軽減する手術等の治療によって確

実に効果が期待できるものに対して、その障がいの除去・軽減に必要な医療に係る医療費の助成を

行い、対象者の経済的負担を軽減しました。

○自立支援医療（精神通院医療）（障がい福祉課）

自立支援医療（精神通院）の受給者証交付決定及び医療費の支払いは千葉県が行うため、申請窓

口として受付、進達事務を行いました。

○医療費助成事業（障がい福祉課）

医療を必要とする障がい者（児）について、適切な医療受診の実現に努めるとともに、対象者の

経済的負担の軽減を図りました。

○意思疎通支援事業（障がい福祉課）

重度障がい者が入院中に医療従事者と円滑に意思疎通ができるよう支援するためにヘルパーを派

遣しました。

○重度障がい児等通所事業所特別支援事業補助金（障がい事業課）

補助金の交付により、医療的ケアが必要な障がい児の通所先を確保することができました。
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○在宅ケアサービス推進事業（健康増進課）

在宅医療を安心して送れるよう、市内医療機関の空床確保・介護保険法等その他の法令の給付を

受けていない末期の悪性新生物による在宅療養者に対し、居宅サービスの一部助成・口腔機能向上

普及、訪問歯科診療の推進を実施しました。

○［新規］医療的ケア検討委員会（障がい事業課・保育幼稚園課・青少年課・教育研究センター）

医療的ケアを必要とする子どもが通園・通所・通学する浦安市立の小中学校、保育所、幼稚園、

認定こども園及び児童育成クラブに看護師を配置し、当該子どもに対して医療的ケアを実施する体

制を整えました。

４．子どもへの支援の充実

（１）就学前療育・教育の充実

○療育費用の助成（障がい福祉課）

発達期における必要な治療と指導訓練を行うことによって、障がいの軽減や基本的な生活能力の

向上を図り、社会参加につなげていくための事業を受けた障がい児の保護者に対し、1 か月 5,000

円を限度として助成しました。

○自立支援協議会・こども部会（障がい事業課）

当事者団体の方・事業者・教育委員会等が参加し、障がいの特性・特徴や支援内容を記録して関

係機関が連携を図るための「サポートファイル」の活用などについて検討しました。

○こども発達センター（こども発達センター）

通園部門では、生活や遊びを通して基本的な生活習慣や社会性を培うことを目的に、児童発達支

援事業としてグループ療育を実施しました。

外来部門では、こどもの発達状況に合わせ個別に相談・指導・訓練を実施しました。

また、児童発達支援センターとして、保育所等訪問支援、地域機関電話訪問相談、こども発達相

談、計画相談等を実施しました。

○まなびサポート事業（教育研究センター）

個に応じた支援を行うために必要な「個別の指導計画」「個別の教育支援計画」を作成し、効果的

に活用することを推進しました。

就学前については、園等を訪問して、必要とされる子ども一人ひとりの教育的ニーズを的確に把

握し、本人及び保護者の希望を尊重しながら、子どもにとってより良い進路選択ができるよう、就

学相談を進めました。併せて、就学説明・相談会や学校見学などを実施しています。

就学後については、学校や保護者から現在通っている学校での生活・学習に関する相談を受けて

います。学校を訪問して、必要とされる子どもの教育的ニーズを的確に把握しています。また、個

別学習や少人数学習などを行う学習支援室を整備しました。
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（２）就学後療育・教育の充実

○特別支援学校通学支援事業（障がい事業課）

市川特別支援学校高等部に通う自力通学が困難な生徒に対して、高等部下校時刻に学校のスクー

ルバスの運行がない月・火・木・金曜日下校時刻にバスを運行し、通学ができる環境を整えました。

○青少年サポート事業（障がい事業課）

個別療育、集団療育、保護者支援（個別相談、ペアレントトレーニング）などを行い、学齢期以

降概ね２５歳までの発達障がいのある人と発達障がいの疑いある人についても専門性の高い支援を

行うことができました。

また、学校訪問等を行い、関係機関との連携を図りました。

○特別支援教育就学奨励費（学務課）

特別支援学級在籍児童・生徒の保護者および通常学級に在籍する児童・生徒（学校教育法施行令

第 22 条の 3 に規定する障害の程度に該当する児童・生徒）の保護者に対し奨励費の支給を行いま

した。また、通級指導教室に通う児童の保護者に対し交通費の支給を行いました。

○インクルーシブ教育システム構築モデル事業（指導課）

モデル校（３校）では、合理的配慮協力員の指導のもと、基礎的環境整備や合理的配慮の提供に

ついて研究を進めました。また、モデル校による授業公開や校長会をはじめとする各種研修会でイ

ンクルーシブ教育システムについて取上げたことで、理解を深めました。事業の報告書及びリーフ

レットを作成し市内各園・学校及び関係機関に配付し周知を図りました。

○教職員研修（指導課）

年間を通して、講師を招聘した特別支援教育研修会を行い、教職員の資質向上に努めました。夏

季休業中の教育実践講座や特別支援教育コーディネーター研修会等は、全教職員に参加を呼びかけ、

様々な障がいのある幼児・児童・生徒に対する理解を深めました。

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

○ワークステーション事業（市役所内）（障がい事業課）

市役所内ワークステーションにて知的障がいの方及び精神障がいの方の雇用を行いました。

○就労支援センター事業（障がい事業課）

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、障がいのある人の就労支援を図りました。
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○雇用促進奨励金（商工観光課）

障害のある方の雇用機会の拡大のため、年２回、障がいのある方を雇用している事業主に対して

雇用促進奨励金を支給しました。

支給額については、月額２万円または２万５千円（障がいの程度によって支給額が異なる）とな

っています。

○障がい者職場実習奨励金（商工観光課）

市川公共職業安定所のあっせんを通じて、市内に居住する障がい者の職場実習を受け入れた事業

主に対して、実習生一人あたり２万円の職場実習奨励金を支給した。

（２）福祉的就労の促進

○知的障がい者職親委託事業（障がい事業課）

知的障がいのある人を職親が預かり、指導訓練等を行いました。

○うらやす市ハンドメイドＢＯＯＫ（障がい事業課）

就労施設等の受注・販売を拡大するため、製品や受注業務の情報を民間企業が発行する情報誌に

掲載しました。

○［新規］浦安福祉事業体（障がい事業課）

障がい者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 月に活動を開始しました。

小型家電のリサイクル業務や、エスフロントの運営を行いました。また、新庁舎の食堂・

売店の開店に向けて準備を行いました。

○［追加］障がい者就労施設等からの物品等調達推進方針（障がい事業課）

本市における障がい者就労施設等からの物品又は役務の調達を推進するため策定し、調達

目標金額等を設定しました。

６．生活環境の整備

（１）歩行空間・建築物の整備

○庁舎等建設事業（庁舎建設課）

新庁舎においては、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」や「千葉県福祉の

まちづくり条例」に基づき実施設計し工事を進めました。

障がい者の方々や介護に携わる方々と意見交換会を実施し設計に反映しました。

各受付窓口には適宜、ローカウンターを整備し、子育て世帯への対応として特別傍聴席や授乳室、

託児室の配置を計画しました。

傍聴席には、難聴者支援システムを整備しました。
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○道路等復旧事業（道路整備課）

幹線道路の災害復旧工事については完了。街区内道路の災害復旧工事については、順次施工中と

なっていますが、市街地液状化対策事業との調整もあり、当該事業実施区域については事業完了後

に災害復旧工事を実施することになります。

○当代島旧県道整備事業（道路整備課）

未整備区間の船圦緑道入口交差点から市川市境までの整備を行うため、設計業務を実施しました。

（２）移動・交通手段の整備

○自動車運転免許取得費用、自動車改造費用助成事業（障がい福祉課）

肢体不自由者を中心にした身体障がい者個人のの自由な移動手段の確保のため、運転免許取得費

用、自動車改造費用等の助成の充実を図りました。具体的には障害者自立支援法の地域生活支援事

業として継続を図ります。

○福祉タクシー利用料金助成（障がい福祉課）

身体障害者手帳１・２級（視覚障がい者は３級以上）、療育手帳マルＡ・Ａの１・Ａの２、精神障

害者保健福祉手帳１・２・３級の手帳所持者が、通院等のため福祉タクシーを利用する場合におい

て、その料金の一部を助成しました。

○バス・鉄道共通ＩＣカード利用助成（障がい福祉課）

平成 25 年度よりバス回数乗車券の支給から、バス・鉄道共通ＩＣカード利用助成に切り替え、

障がいのある方の社会参加の促進を目的として、3,000 円分の給付を行いました。

○［追加］車いすの貸し出し（障がい事業課）

介護保険サービスによる車いす貸出サービスを受けている人を除く全ての市民を対象として、車

いすの貸し出しを行いました。

○自動車燃料費助成事業（障がい福祉課）

身体障害者手帳 1・2 級(視覚障がい者は 3 級以上)、療育手帳マル A・A の 1・A の 2、精神障

害者手帳 1・2・3 級の手帳所持者が、通院等のため自動車を利用する場合に、その燃料(ガソリン)

の購入に要する経費の一部として、月額 2,000 円(1 世帯あたり 1 台)の助成を行います。

○リフト付き大型バス事業（障がい事業課）

障がい福祉団体等にリフト付き大型バス「スマイル号」を貸し出し、障がい福祉団体等の社会参

加の促進を図りました。
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○浦安市バス利用促進等総合対策事業補助金（都市政策課）

バス利用者の利便性の向上を図るために、東京ベイシティ交通㈱が実施する乗継割引運賃制度の

導入に係る費用やバス車両改善に係る費用の一部を補助しました。

○バス利用促進等総合対策事業補助金（都市政策課）

バス利用者の利便性の向上を図るために、東京ベイシティ交通㈱が実施する乗継割引運賃制度の

導入に係る費用やバス車両改善に係る費用の一部を補助しました。

○コミュニティバス事業（都市政策課）

おさんぽバス２路線を運行しました。

（各路線 80 便/日 366 日）

○鉄道駅のバリアフリー化設備等整備事業補助金（都市政策課）

新浦安駅・舞浜駅ホームの安全性の向上を図るため、ＪＲ東日本がホームの内外を判別できる内

方線付き点状ブロックの整備を実施することから、整備費の一部を補助しました。

（３）安心・安全に暮らせるまちづくりの推進

○U コミサポート事業（障がい福祉課）

聴覚や音声機能、言語機能に障害のある方のために、市役所閉庁時に電話代行業務を行うもので、

委託により実施しました。

○緊急通報装置の貸与（障がい福祉課）

身体障害者手帳 1・2 級の所持者で、独居、障がい者のみの世帯又は同居者の就労等のため一時

単身となる障がい者に対して、緊急通報電話の貸与を行いました。

○災害時要援護者支援事業（障がい福祉課・障がい事業課）

緊急地震速報等受信端末機を貸与している要援護者に情報発信料の助成を行っています。

また、災害時要援護者名簿の登録を随時実施し、情報を地域の自治会自主防災組織、民生委員・

児童委員等の避難支援者に提供しています。

そして、外見からは支援が必要であることがわからない障がいのある方、意思表示が難しい方が、

災害時に支援が必要であることを伝えられるようにする「災害時要援護者用バンダナ」を作成しま

した。

○福祉避難所支援事業補助金（障がい事業課）

協定を締結した事業所に対し補助金を交付し、福祉避難所に備蓄する物資や器材の購入を進めま

した。
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○救急メディカル情報支援事業（障がい事業課・健康増進課・消防本部警防課）

高齢の方や障がいのある方に、「救急メディカルカード」「救急医療情報キット」をを配布しまし

た。

また、具合の悪い部位などを指を指して伝えられるようにするため、大型のカードを救急車に搭

載しました。

○自主防災組織育成事業（防災課）

自主防災組織の育成支援の中で、要配慮者の支援も含めた避難所ＨＵＧ訓練の実施や、防災器材

等の購入補助等を実施しました。

○消防緊急 Web 通報システム（消防本部警防課）

聴覚または言語等に障がいのある人等が、携帯電話（スマートフォンを含む）のインターネット

通信機能を用いて、消防指令センターへ救急車や消防車の出動要請が出来るシステムを、24 時間

365 日運用稼働しました。

○［新規］総合福祉センターでの避難訓練・総合防災訓練での要援護者支援体験及び展示

（障がい事業課）

健康福祉部各課の職員も参加し、総合福祉センターを利用している要援護者の避難誘導を想定し

た訓練を行いました。

また、総合防災訓練にて、要援護者支援体験と要援護者への支援や福祉避難所の設置状況等につ

いての展示を行いました。

７．自立と社会参加の促進

（１）権利擁護施策の推進

○成年後見事業（障がい事業課）

法人後見等については社会福祉協議会に委託して実施しました。

○消費者啓発事業（消費生活センター）

出前講座や生活情報誌、啓発パンフレットを通じて情報を提供しました。

また、相談者が障がいのある人の場合、配慮を行いました。

（２）虐待の早期発見・防止

○浦安市高齢者・障がい者等における虐待防止対策協議会

（障がい事業課・高齢者福祉課・猫実地域包括支援センター）

関係機関による支援体制の強化と情報共有等を行いました。

障がい者等の虐待防止に係る具体的な施策や養護者に対する支援施策を協議しました。
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○障がい者虐待防止実務者会議（障がい事業課）

健康福祉部を中心に、受理した通報・届出への支援の方向性の協議を行いました。3 回のうち 1

回は高齢者分野、障がい者分野のサービス事業所向けの虐待防止の講演会を行いました。

○障がい者虐待防止センター（障がい事業課）

障がい者の虐待の防止、虐待の通報、届出及び相談の受理と支援、保護を行うとともに養護者へ

の支援を行い、虐待の早期発見・防止に努めました。

（３）差別の解消と合理的配慮の推進

○意思疎通支援事業（障がい福祉課）

聴覚障がい者のコミュニケーションを支援するため、平日午前９時から午後５時まで手話通訳者

を障がい福祉課内に設置しました。

聴覚障がい者の依頼に応じて、手話通訳者又は要約筆記奉仕員を派遣しました。

○浦安市障がい者差別解消支援地域協議会（障がい事業課）

内閣府のモデル事業として、虐待防止対策協議会を活用し、国の基本方針で示された「障害者差

別解消支援地域協議会」のあり方や差別や合理的配慮に対する相談の窓口、支援の体制、県との連

携等について協議しました。

障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例の制定や、市長部局・教育委員会・消防本部

向けの対応要領の策定に向けて協議しました。

○声の広報（広聴広報課）

広報うらやすを月 2 回発行分に対して、音楽 CD・デイジー図書の配布を行いました。

○公式ホームページ（広聴広報課）

全ページに対して、ウェブアクセシビリティに配慮し、見やすい表現、表示を行っています。ま

た音声読み上げソフトに対応し、視覚障がいのある人も情報を得られるホームページとなっていま

す。

○ハンディキャップサービス事業（中央図書館）

新規に取り組んだテキストデータの製作が軌道に乗り、利用者に提供できるようになりました。

平成 27 年度・28 年度は、音声図書製作を作る製作協力者（市民）の養成を行い、継続的なサービ

スを行う体制を強化しました。平成 27 年度の新規宅配申し込みは５名。日常的に宅配や対面朗読

などの実施を行っています。
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○選挙費（選挙管理委員会）

各選挙において、障がい者が円滑に投票できるように、投票所の施設がバリアフリー等になって

いない場合は、仮設スロープを設置する等の措置を行いました。

また、視力に障がいのある有権者が投票しやすいように、各投票所に点字版氏名掲示、候補者の

略歴等を点字で記載した「選挙のお知らせ」や点字器などを用意しました。

更に、市政選挙においては、音声版の選挙公報を作成し、「声の広報」利用者に配布しました。ま

た障がい福祉課をはじめ、公民館等の窓口に据え置きました。

この他、身体に重度の障害等があり、一定の要件を満たす方が自宅で投票できる「郵便投票制度」

等について、広報うらやすや市のホームページへの記載、選挙広報紙「白ばら臨時号」の新聞折込

み等でＰＲを行いました。

（４）余暇活動の促進

○移動支援事業（障がい福祉課）

社会生活上必要不可欠な外出や、余暇活動等の社会参加のための外出の移動を個別的に支援し、

課税世帯にはその費用の 9 割の助成、非課税世帯には 10 割の助成を行いました。

○社会参加等促進事業（障がい福祉課）

福祉タクシー利用料金助成、バス・鉄道共通ＩＣカード利用助成、自動車燃料費助成等を計画的

に実施することで、障がい者の社会参加、外出支援の向上に努めました。

○浦安市社会教育関係団体活動補助金（浦安市軽スポーツ協会）（市民スポーツ課）

ボッチャ協会に補助金を交付し、普及・振興を促しました。

○公民館活動（中央公民館・堀江公民館）

「きぼうアフターファイブ」「きぼう青年学級」を、公民館運営方針に基づき、現代的課題事業の

１つとしてほぼ毎月１回、通年開催しました。館外活動も行い、ボーリングや 1 泊研修も行いまし

た。

（５）自主的活動の促進

○自立支援協議会・本人部会（障がい事業課）

委員である障がいのある方ご本人が、自ら地域課題の提案などを行いました。



重度障がい者支援事業所運営費補助金の成果について

議題３資料

1



あいらんど
オフタイムハウスあいらんど

NPO法人あいらんど

2



補助金の対象事業等について

• 補助金の対象事業

生活介護・共同生活援助（グループホーム）

• 補助金対象者の人数

生活介護：３名

共同生活援助（グループホーム）：１名

3



補助金の交付要件の中で満たしているもの
（人員配置）

• (生活介護)

 常勤の生活支援員のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神
保健福祉士の資格保有者が25％雇用されている又は生活支
援員のうち、常勤職員が75％以上又は継続３年以上の常勤
職員が30％以上配置されていること

• (共同生活援助)

 夜間支援員は、夜勤あるいは宿直の形態で、夜間すべての
時間帯で１人以上配置されていること

4



補助金の活用により実施した取り組み
（人員配置）

• (生活介護)

スタッフを増員することができ、対応が以前より万全
に近づいた。

また、これまでの職員の待遇を、見直す事が出来た。

• (共同生活援助)

朝の送り出し時間、夕食後の入浴介助の時間の、職
員増員、有資格者に対する待遇の見直しができた。

5



補助金の交付要件の中で満たしているもの
（設備及び運営）

• (生活介護)

 送迎サービスを実施すること

• (共同生活援助)

 ユニットの居室面積として、収納設備等を除き9.72㎡以上を
有すること

利用者が利用している通所施設等の休業日及びその利用者
の通所等が困難な日について、見守り体制が整っていること

6



補助金の活用により実施した取り組み
（設備）

• 送迎用の車を１台増やす資金に充てた。

• 緊急時対応のための携帯電話を増やした。

7



タオ

NPO法人タオ

8



補助金の対象事業等について

• 補助金の対象事業

就労移行支援・就労継続支援B型

• 補助金対象者の人数

５名

9



補助金交付要件の中で満たしているもの
（人員配置）

職業指導員及び生活支援員の中に、職場適応援助
者養成研修を実施した者を１人以上配置されている
こと

栄養士又は調理師（非常勤職員含む）を配置し、利
用者に合った献立や食事提供を行うこと

10



補助金の活用により実施した取り組み
（人員配置）

• 重度の利用者がサービスを利用する際の支援員を1
名採用した。

11



補助金交付要件の中で満たしているもの
（設備及び運営）

一般就労への移行後、６か月継続して就労している者（就労
定着者）が前年度及び前々年度において、利用定員の５％以
上であること

定員１人あたり5.0㎡以上の訓練室及び作業室を有すること

身体障がい者に配慮した設備及び備品を整えること

12



カイム

NPO法人千楽

13



補助金の対象事業等について

• 補助金の対象事業

生活介護

• 補助金対象者の人数

２名

14



補助金の交付要件の中で満たしているもの
（人員配置）

医師から日常生活上の健康管理及び療養上の指導
を、定期的に行える体制を整えること

15



補助金の活用により実施した取り組み
（人員配置）

• 日中活動作業をより活性化するために、美術等の専
門知識のある人員を増員した。

• 特に支援を必要とする利用者に、状況に合わせて専
任でサポートできる体制を作った。

16



補助金の交付要件の中で満たしているもの
（設備及び運営）

定員１人あたり5.0㎡以上の訓練室及び作業室を有
すること

送迎サービスを実施すること

17



補助金の活用により実施した取り組み
（設備）

• より安全で、より作業が行いやすい機器（シュレッ
ダー2台）や作業種拡大に伴う棚等を追加購入した。

• パーテーション設置を行い、様々な特性のある利用
者さんを受け入れる環境づくりをした。

18



補助金の活用により実施した取り組み
（その他）

• 市役所内共同販売所での販売開始に向けて、販促
資材の購入を行った。

19



多機能型事業所 なゆたぐりん

社会福祉法人なゆた

20



補助金の対象事業等について

• 補助金の対象事業

生活介護・就労継続支援B型

• 補助金対象者の人数

８名

21



補助金の交付要件の中で満たしているもの
（人員配置）

• （生活介護）

常勤の生活支援員のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士の
資格保有者が25％雇用されている又は生活支援員のうち、常勤職員が
75％以上又は継続３年以上の常勤職員が30％以上配置されていること

生活介護事業所として設置すべき生活支援員の50％以上を超えて配置
すること

• （就労継続支援B型）

常勤の生活支援員のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士の
資格保有者が25％雇用されている又は生活支援員のうち、常勤職員が
75％以上又は継続３年以上の常勤職員が30％以上配置されていること

就労移行支援又は就労継続支援事業所として設置すべき生活支援員の
50％以上を超えて配置すること
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補助金の活用により実施した取り組み
（人員配置）

• 職員配置

常勤６名（管理者含む） 非常勤 ３名（看護師含む）

常勤割合：80％

1：1.3の割合で職員を配置し、国の基準 1：1.7より
多く配置している。

• 送迎サービスの実施
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補助金の交付要件の中で満たしているもの
（設備及び運営）

• （生活介護）

定員１人あたり5.0㎡以上の訓練室及び作業室を有すること

身体障がい者に配慮した設備及び備品を整えること

送迎サービスを実施すること

• （就労継続支援B型）

身体障がい者に配慮した設備及び備品を整えること
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補助金の活用により実施した取り組み
（設備）

• 作業スペース（61.69㎡）、菓子製造厨房スペース（
36.37㎡）、カフェ（２５㎡）を設け、国基準の１人当た
り3.3㎡のスペースを上回り、１人当たり6.1㎡となっ
ている。

• 作業スペースと食事のスペースを分けたことで、昼休
憩のリフレッシュと気持ちの切り替えにつながってい
る。
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補助金の活用により実施した取り組み
（その他）

• 利用者の多くが支援学校を卒業して間もないことか
ら、まず、生活基盤の安定を図ることを第一に考えて
支援している。

• 個々の特性を考えながら、落ち着いて作業に取り組
める環境設定や１日のスケジュールを視覚化し、始
めと終わりがわかるように提示している。
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たちばな

NPO法人カプア
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補助金の対象事業等について

• 補助金の対象事業

生活介護

• 補助金対象者の人数

８名
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補助金交付要件の中で満たしているもの
（人員配置）

医師から日常生活以上の健康管理及び療育上の指導を、定期的に行え
る体制を整えること

常勤の生活支援員のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士の
資格保有者が25％雇用されている又は生活支援員のうち、常勤職員が
75％以上又は継続３年以上の常勤職員が30％以上配置されていること

生活介護事業所として設置すべき生活支援員の50％以上を超えて配置
すること

29



補助金の活用により実施した取り組み
（人員配置）

• 定員６名

人員配置について、 １．７：１ で指定を取っている
が、実際には１：１に近い人員配置をおこない、きめ細
やかなサービスを提供することができた。

• 理学療法士を毎日、配置し、機能訓練をおこなったり、
個別にマッサージをおこなったりした。
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補助金交付要件の中で満たしているもの
（設備）

定員１人あたり5.0㎡以上の訓練室及び作業室を有すること

身体障がい者に配慮した設備及び備品を整えること

入浴サービスを実施すること

送迎サービスを実施すること
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補助金の活用により実施した取り組み
（設備）

• トイレの中にベッドを置き、トイレ介助の時にプライバ
シーが守られる環境を作った。

• 平行棒を設置し、歩行訓練をおこなった。
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補助金の活用により実施した取り組み
（設備）

• マッサージ機を導入し、身体全体をほぐすことができ
、リラックスしていただいた。その他、リハビリ機器を
導入し、生活介護の中で機能訓練に力を入れた。

• ミシンを導入し、作業訓練を兼ねてミシン作業をおこ
なった。
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補助金の活用により実施した取り組み
（設備）
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補助金の活用により実施した取り組み
（設備）
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補助金の活用により実施した取り組み
（その他）

• 正社員の基本給・賞与、非常勤の時間給等を例年よ
りも引き上げることができた。

その結果、職員の定着率が良くなり、安定したサー
ビスを提供することができた。
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人員配置

□医師（嘱託医師）から日常生活上の健康管理及び療養上の指導を、定期的に行える体制を整えること

□常勤の生活支援員のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士の資格保有者が25％雇用されている又は生活支援員のう
ち、常勤職員が75％以上又は継続３年以上の常勤職員が30％以上配置されていること

□視覚・聴覚・言語機能に重度の障がいの方の意思疎通に関し、点字指導員、点訳者、歩行支援員、手話通訳者等の専門性を有す
る職員が１人以上配置されていること

□生活介護事業所として設置すべき生活支援員の50％以上を超えて配置すること
□栄養士又は調理師（非常勤職員含む）を配置し、利用者に合った献立や食事提供を行うこと

設備及び運営
□定員１人あたり5.0㎡以上の訓練室及び作業室を有すること
□身体障がい者に配慮した設備及び備品を整えること
□入浴サービスを実施すること
□送迎サービスを実施すること

人員配置
□医師（嘱託医師）から日常生活上の健康管理及び療養上の指導を、定期的に行える体制を整えること
□医療機関と連携を図り、看護職員が事業所を訪問して利用者に対して看護やたん吸引等の医療的ケアにかかる指導体制を整え
□職業指導員及び生活支援員の中に、職場適応援助者養成研修を実施した者を１人以上配置されていること
□常勤の生活支援員のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士の資格保有者が25％雇用されている又は生活支援員のう
ち、常勤職員が75％以上又は継続３年以上の常勤職員が30％以上配置されていること
□視覚・聴覚・言語機能に重度の障がいの方の意思疎通に関し、点字指導員、点訳者、歩行支援員、手話通訳者等の専門性を有す
る職員が１人以上配置されていること
□就労移行支援又は就労継続支援事業所として設置すべき生活支援員の50％以上を超えて配置すること
□栄養士又は調理師（非常勤職員含む）を配置し、利用者に合った献立や食事提供を行うこと

設備及び運営
□一般就労への移行後、６か月継続して就労している者（就労定着者）が前年度及び前々年度において、利用定員の５％以上であ
□定員１人あたり5.0㎡以上の訓練室及び作業室を有すること
□身体障がい者に配慮した設備及び備品を整えること

人員配置
□医師（嘱託医師）から日常生活上の健康管理及び療養上の指導を、定期的に行える体制を整えること
□常勤の生活支援員のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士の資格保有者が25％雇用されている又は生活支援員のう
ち、常勤職員が75％以上又は継続３年以上の常勤職員が30％以上配置されていること
□視覚・聴覚・言語機能に重度の障がいの方の意思疎通に関し、点字指導員、点訳者、歩行支援員、手話通訳者等の専門性を有す
る職員が１人以上配置されていること
□栄養士又は調理師（非常勤職員含む）を配置し、利用者に合った献立や食事提供を行うこと

設備及び運営
□定員１人あたり5.0㎡以上の訓練室及び作業室を有すること
□送迎サービスを実施すること

人員配置
□短期入所事業所として配置すべき従業者に加えて、新たに１人以上、従業者を配置すること
□短期入所事業所として配置すべき従業者の中に、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士の資格保有者を配置すること
□栄養士又は調理師（非常勤職員含む）を配置し、利用者に合った献立や食事提供を行うこと

設備及び運営
□単独型事業所の場合、利用者１人あたりの床面積は収納部分を除き、9.72㎡以上とすること
□身体障がい者に配慮した設備及び備品を整えること
□緊急の利用者を受け入れる体制を整えること
□土曜日、日曜日、祝日も利用可能であって、営業日を年間350日以上とすること
□送迎サービスを実施すること

人員配置
□医師（嘱託医師）から日常生活上の健康管理及び療養上の指導を、定期的に行える体制を整えること
□常勤の世話人のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士の資格保有者が25％雇用されている又は生活支援員のうち、
常勤職員が75％以上又は継続３年以上の常勤職員が30％以上配置されていること
□栄養士又は調理師（非常勤職員含む）を配置し、利用者に合った献立や食事提供を行うこと
□夜間支援員は、夜勤あるいは宿直の形態で、夜間すべての時間帯で１人以上配置されていること

設備及び運営
□ユニットの居室面積として、収納設備等を除き9.72㎡以上を有すること
□身体障がい者に配慮した設備及び備品を整えること
□利用者が利用している通所施設等の休業日及びその利用者の通所等が困難な日について、見守り体制が整っていること

生活介護

就労移行支援
就労継続支援

（Ａ・Ｂ型）

自立訓練
（機能訓練・生活訓練）

短期入所

共同生活援助

【参考資料】
重度障がい者等支援事業所運営費補助金では、下記の項目について、事業ごとに、人員配置と設備及び運営の中から各１項目以上該当するこ
とが交付の要件となっています。

セルフチェック表（２）

※事業者の要件として、運営事業所の人員配置と設備及び運営の中から各１項目以上が該当になります。該当する項目の□にチェックを入れて
ください。

事業区分 補助要件



障がい児福祉サービス事業所合同説明会

浦安市内の障がい児福祉サービスを紹介する説明会です。
障がい児福祉サービスの利用を検討されている保護者の方、福祉サービス事業
者の方など、どなたでもお気軽にご参加ください。

・日時 平成 28 年 10 月 26 日（水）

9 時 30 分～12 時 00 分

・場所 ショッパーズプラザ新浦安 4 階

市民プラザ WAVE101 大ホール

「浦安市の障がい福祉サービス」

サービスのご案内と事業所によるプレゼンテーション

9 時 45 分～10 時 45 分 手話通訳・要約筆記付き

・事前のお申し込みは不要です。
・時間内、出入りは自由です。
・手話通訳が必要な方は、受付までお越しください。
・お車でご来場の方へ

市民プラザ専用駐車場はございません。ショッパーズプラザの有料駐車場を
ご利用ください。駐車サービス券の発行・取り扱いはございません。

○ 事業者ブース
事業者ごとにサービスのご案内と、利用相談への対応を行います。
お気軽にご相談ください。

○ 展示・模擬店ブース
福祉施設の製品の販売、啓発用グッズ・支援グッズの展示、
事業所一覧・各種パンフレットの配布などを行います。

＜参加予定事業者＞

・NPO 法人 発達わんぱく会 ・大和田オフィス（株） ・（福）パーソナル・アシスタンスとも

・NPO 法人 カプア ・（社福）なゆた ・NPO 法人 chi-raku

・NPO 法人 あいらんど ・（一社）こども未来共生会 ・NPO 法人 ワーカーズコープ

・NPO 法人 タオ ・合同会社 ニューウェーブ

お問い合わせ 浦安市 こども発達センター

電話 047-355-5242 FAX 047-355-3140

メール ko-hattatu@city.urayasu.lg.jp







就職ができても、働きつづけられないのはなぜなのか。

「就労⽀援」の現場から⾒えてきた、社会⼈になる前に必要な準備とは。

今年度の発達⽀援講演会は「思春期から就労時期にかけて、働くために

必要なこと」をテーマに、品川裕香先生にご講演いただきます。

学齢期のお子さまの保護者の方、学習支援や就労支援に関わる方、テー

マに興味のある方など、どなたでもご参加いただけます。

月平成28年 火

１３：３０～１５:３０ （開場 １３：００～）

(教育ジャ－ナリスト・編集者）
講師プロフィール

兵庫県⽣まれ。早稲⽥⼤学法学部卒業。出版社で雑誌・書籍の編集に１２年携
わった後、２０００年に独⽴。教育・医療・社会問題を異⽂化理解・予防的観点
から取材執筆。国内外の教育現場（いじめ・不登校・虐待からＬＤ・ＡＤＨＤ・
アスペルガー症候 群など特別⽀援教育、⾮⾏など矯正教育まで）、⼦ども・保
護者・教師・支援者たちの思いを多角的に取材執筆。

⽂部科学省 中央教育審議会教育課程企画特別部会委員、前⽂部科学省 中央教
育審議会教育課程特別⽀援教育部会委員、⽂部科学省 フリースクール等に関す
る検討会議委員、北海道⼤学⼤学院教育学研究院付属⼦ども発達臨床研究セン
ター学外研究員などを歴任。

申込方法・お問い合わせ

電話、または、お名前・ふりがな・連絡先記載の上
ＦＡＸ・メールでお申込みください。

浦安市健康福祉部障がい事業課 障がい事業係
電 話： ０４７－７１２－６３９７
ＦＡＸ： ０４７－３５５－１２９４
メール： shougaijigyou@city.urayasu.lg.jp

浦安市民プラザW A V E 1 0 1 大ホール

浦安市入船 1 - 4 - 1 ショッパーズプラザ新浦安４階

先着 200人（参加無料。申込方法をご覧ください。）※手話通訳・要約筆記あり

しな がわ

専用エレベーター

ｼｮｯﾊﾟｰｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ

新浦安４階

浦安市⺠ﾌﾟﾗｻﾞ

WAVE 101

ゆ か

著書・執筆『ディスレクシア入門』加藤醇子(編集) （品川裕香 第13章、第14章執筆） (⽇本評論社 2016）

『「働く」ために必要なこと: 就労不安定にならないために』品川裕香(著書） (筑摩書房 2013）ほか


