
平成28年度第４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29年 2月 23日（木） 午後１時30分～午後３時30分

２．開催場所 健康センター第1会議室

３．出席団体名

社会福祉法人敬心福祉会、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、社会福祉法人なゆた、株式会社ダイム、

ＮＰＯ法人あいらんど、ＮＰＯ法人カプア、株式会社ママショップ加納、社会福祉法人サンワーク、

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）「障がい福祉に関するアンケート」結果中間報告

（２）地域生活支援拠点について

（３）平成29年度及び30年度地域生活支援部会の方向性について

（４）その他

５．資料

（１）議題１資料 障がい福祉に関するアンケート中間報告（概要）

（２）議題２資料（１） 東野地区複合福祉施設の整備に関する説明会資料

（３）議題２資料（２） 東野地区複合福祉施設の整備に関する説明会資料（図面）

（４）議題３資料 平成29年度及び30年度地域生活支援部会の方向性について

（５）議題４資料 障がい者（児）の方などを対象とした見守り体制について
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６. 議事

事務局：ただいまより平成28年度第４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いたしますので、

あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。特に個人情報に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。

なお、当部会におきましては、視覚障がいのある方が委員として参加されておりますので、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、サブリーダーにお願いしたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。

サブリーダー：皆さん、こんにちは。リーダーがお休みなので、私が務めさせていただきます。

第４回目、これで最後の地域生活支援部会になると思います。

議題に載っているのが、その他を入れて４つということで、かなり説明のところが多くなると思いま

すので、始めさせていただきたいと思います。

それでは、まず、（１）の議題の「障がい福祉に関するアンケート」結果中間報告を、事務局からお

願いいたします。

事務局：議題１、「障がい福祉に関するアンケート」結果中間報告について、ご説明させていただきます。

議題１資料、障がい福祉に関するアンケート調査の概要というものをごらんください。

こちらのアンケート結果につきましては、まだ委託事業者のほうから集計データができ上がっていな

いため、今回は、回収状況と回収率のみの報告となっております。

まず１番、調査の目的ですが、こちらの部会でも皆様にご意見をたくさんいただきましたアンケート

になりまして、市が取り組むべき障がい者施策の基本的方向性を定める平成30年度から32年度の浦安市

障がい者福祉計画の策定に当たりまして、障がいのある方の福祉に関する施策の推進や、自立と地域生

活の支援を計画的に実施するための基礎資料として、障がいのある方の生活の状況やご意見、お考えを

伺うことを目的に調査を実施したものになります。

２番の調査対象なんですが、浦安市に住所のある身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手

帳をお持ちの方、また、難病等の診断を受けている方、そのほか手帳などは持っていないけれども、障

がい福祉サービスの利用の認定を受けている方という方が対象になっています。

３番の調査期間としましては、平成28年10月１日から平成28年10月28日まで１カ月間、調査を行いま

した。

４番の調査方法ですが、対象の方には郵送によりアンケートをお送りしまして、返信封筒でこちらの
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ほうにお送りいただくという方法になります。返信封筒のほかに、直接窓口にお持ちいただいた方につ

きましては、職員がお話を伺って一緒にアンケート調査を記入するということを実施いたしました。

５番の回収状況なんですが、こちらは読み上げさせていただきます。

まず、身体障がい者につきましては、配付数が2,898、回収数が1,465、回収率が50.6％、知的障がい者

が、配付数が593、回収数が299、回収率が50.4％、精神障がい者が、配付数が725、回収数が307、回収

率が42.3％、難病等の診断を受けている方が、配付数が758、回収数が309、回収率が40.8％、そのほか

福祉サービスを受給している方につきましては、配付数が189、回収数が79、回収率が41.8％となりま

して、合計で、配付数が5,163、回収数が2,459、回収率が47.6％という結果になりました。

こちらのアンケートの調査結果報告書につきましては、３月末までに、委託事業者より納品の予定に

なっておりますので、委員の皆様には、その報告書のほうを配付させていただきまして、ご報告とさせ

ていただきたいと思います。

サブリーダー：ありがとうございます。ここまでしかないんですけれども、質問はないですか。

和洋女子大学：このようなアンケートは毎回やられているんだとは思うんですけれども、西部圏内の別の市で

実施した同様のアンケートの結果を見させていただいたときに、身体・知的・精神のほうをまとまりで

分析をされていたんですけれども、もう今や身体の障がいの方の７割ぐらいが65歳以上になっておりま

して、ほとんど身体障がい者のニーズっていうよりは高齢者のニーズの分析になっていて、ちょっと違

うなという話をしたんですよ。

それで、これはやはり、もう類型化といいますか、身体でも若年者にちょっとスポットを当てるとか、

あと重複の重心ですね、知的は行動障がいがあるかないかとかっていったような、ちょっと類型化を少

し細かくしてニーズを見ていかないと、計画につながりづらいかもしれないなという思いがありまして、

ちょっと手間でもあるんですけれども、ご検討いただければなと思いました。

サブリーダー：ありがとうございました。次回に生かすということでよろしいでしょうか。

ほかにございますでしょうか。それと、前回、３年前の回収率はわかりますか。

事務局：はい。では、報告させていただきます。

前回の回収率を読み上げさせていただきます。

前回が、平成25年度におこなったものなんですけれども、身体障がい者につきまして、回収率が

56.7％、知的障がい者が54.5％、精神障がい者が43.3％、難病の診断を受けている方が43.2％、そのほ

か、福祉サービスを受けている方が38.2％、合計で52.3％という結果となりました。

こちらのほうの見込みとしましては、やはり50％以上ということで見込んでおりましたので、前回と

同じような啓発活動はおこなってはきたんですけれども、もう少し啓発に工夫が必要だったかなという

のが反省点にはなっています。

浦安市肢体不自由児親の会どっこらしょ：こちらの身体・知的・精神・難病の仕分けというのは、ご本人の申

請といいますか、例えば難病で車いすを使う方というのはどちらに入るというのは、市役所さんがお分

けになるんですか。それともご本人の申請になるんですかね。

事務局：障がいの種別では分けずに、皆さん、同じ内容の調査用紙をお送りしているんですね。その中で、お
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持ちの手帳の種類ですとか、何級というところを答えていただくところがあるので、こちらのほうで重

複の方については把握できるようになっております。

ただ、障がい種別ごとに色分けをしたアンケート用紙をお送りしているんですけれども、そちらにつ

きましては、重複している方については、身体に入れるとか、そういったことはこちらのほうで分けさ

せていただきました。

サブリーダー：よろしいでしょうか。ほかにございますか。

よろしければ、先に進めさせていただきます。

次の議題の、地域生活支援拠点についてに移りたいと思いますので、事務局から説明をお願いいたし

ます。

事務局：では、お手元の資料と、あと前にパワーポイントの資料もご用意していますので、そちらのほうでご

説明のほうさせていただきます。

こちら、以前もお話しさせていただいたかなと思うんですけれども、今の東野地区に、複合福祉施設

を整備する計画がございまして、その説明会を平成28年12月17日に実施しております。

こちらは、近隣住民と近隣の関係機関を主に対象とした説明会、あと障がい者団体の方にもお声がけ

をしております。

では、次のパワーポイントをお願いします。

こちら、東野複合福祉施設の整備の目的なんですけれども、まず１点目としましては、既存施設の老

朽化、狭隘化等に対応しなければならないということで、今現在、団体さんが使われている「ゆうあ

い」ですね、旧第一福祉作業所の部分であったりとか、あと旧第二福祉作業所、今のソーシャルサポー

トセンターの部分であったりとか、あと今使われてない給食センターなんかも、かなり建物が古くて、

そのまま放置されているような状況があります。

それで、ここを一体的に整備をしていこうという目的がございます。

２番目としまして、障害者総合支援法などの法制度の改正に伴う新たな機能を導入しつつ、障がいの

ある人一人一人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となっていると。

これは、国の指針の中で、今は少しずれたんですけれども、指針が出た当時は29年度末までに整備し

ていきましょうという目標がありました。国のほうで求められる機能としましては、相談であったりと

か、体験の場であったりとか、緊急時の受け入れであったりとか、あと強度行動障がいの支援者養成研

修なんかができる専門性を持ったものであったりとか、あと地域の体制づくりなんかが求められている

ということです。

次、特別支援学校の卒業生の受け入れの場が、やはり障がい者福祉計画に基づいて必要だということ、

最後に、子どもが利用するショートステイとか、日帰りのトワイライトステイの機能も、市民ニーズと

して求められているということがございまして、これらを一体的に整備していきましょうということで

進められております。その次のスライドをお願いします。

こちらが、東野地区の複合福祉施設の概要になります。

計画施設名は、浦安市東野地区複合福祉施設で、場所につきましては浦安市東野１丁目８番というこ
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とで、今の「ゆうあい」とソーシャルの場所と、あと今の「きらりあ」の敷地内を使って整備していく

計画がございます。

延べ床面積については、5,500平米程度を考えております。構造規模につきましては、鉄筋コンクリ

ート造で、２棟建て、これ、県庁令等がございまして、居住スペースと通所スペースを分けて、２棟建

てで建設する予定です。開所日につきましては、平成31年４月を目標に設計及び建設を進めていくとい

う計画です。

その次のスライドをお願いします。

こちらが、施設名と利用定員ということで具体的な機能の部分になります。今、総合福祉センターの

中にある社会福祉協議会と地域福祉センターについても、こちらの複合福祉施設のほうに移転する予定

です。それ以外に、新規の部分としまして、こちらが地域生活支援拠点の部分になるんですけれども、

グループホームに関しては、18人定員のもの、ショートステイにつきましては６名、あと、今試行的に

やっている部分なんですけれども、身体・知的緊急時支援事業なんかも、ここの機能に盛り込んでいく

ということです。

それ以外に、新規の部分として、これは特別支援学校の卒業生さんも含めた形での通所先ということ

で、生活介護事業所が、約20名定員のもの、あと既存の総合福祉センターの中にある身体障がい者福祉

センターですが、地域活動支援センターと多機能の部分を合せて35名の部分、あと精神に障がいのある

方の地域活動支援センターであるソーシャルサポートセンター部分がおおむね30名、あと子育て短期支

援事業所、これは新規事業になるんですけれどもショートステイとトワイライトステイ部分、定員合計

10名、あと防災備品庫を複合福祉施設の中に入れていくという計画がございます。

次、お願いします。

各施設の事業内容なんですけれども、こちらはまず移転する事業所として、社会福祉協議会がござい

ます。社会福祉を目的とする事業の企画であったりとか、ボランティアセンター、ファミリー・サポー

ト・センター事業なんかも全て引っ越しするという計画があります。

次、お願いします。

２番目として、地域福祉センターです。団体の方であったりとか事業所の方であったりとか社会福祉

協議会にお申込みをいただいて、会議室を貸し出ししていると思うんですけれども、そこの機能も全て

移す予定になっております。

あと、既存の「ゆうあい」の会議室やプレイルームの部分なんかも、こちらの地域福祉センターの機

能の中に入れ込んでいくという計画がございます。

予定としましては、今、総合福祉センターで４部屋程度しかないんですけれども、20人程度のものを

10部屋、可動間仕切りで最大100人ぐらい利用できるスペースを設けていきたいというふうに考えてお

ります。

それ以外に、団体さんからも和室の部屋かなんかもあったほうが活動しやすいということもございま

したので、ちょっと大き目の和室なんかも整備するように、今、調整をしております。

最後に防災備品庫ということで、福祉避難所としての防災備蓄庫を設置するということです。
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次、お願いします。

地域生活支援拠点の部分になります。こちらが国の指針の中で求められている部分になるんですけれ

ども、こちら新設です。グループホーム、障がいのある方に対して夜間や休日、共同生活を行う住居で、

相談や日常生活上の援助を行う部分ということで、利用定員18名の部分になります。

それから重度に障がいがある方も利用できるグループホームの整備を目指して、今進めている状況で

す。

次、２番目として短期入所、ショートステイ部分になるんですけれども、こちら利用定員６名という

ことで、こちら通常のレスパイト的なショートステイのみならず、やはりご本人の状況によって、緊急

に利用できる機能なんかも、このショートステイの中に入れ込んでいくというような計画がございます。

次、お願いします。

緊急時支援事業の部分になります。こちらは、皆さん、御存じかもしれないですけれども、ご自宅で

何らか、例えば排泄であるとか転倒であるとか、そういう状況になったときに通報してヘルパーに駆け

つけてもらう機能、そして、知的障がい者緊急時支援事業については、やはり何らか、例えば、ご本人

様が何らかの形でパニックになってしまって、ご家庭でも支援が難しい状況になったときに通報をして

いただいて、居宅に支援員なんかを派遣する機能を、この施設の中に盛り込んでいくということです。

次、お願いします。

５番目、生活介護事業、こちら新設の部分になります。こちらは、利用定員につきましては、20名程

度、開設時間については、平日月曜日から金曜日までの９時から16時を考えております。これ、あくま

でも予定ということです。

その次、身体障がい者福祉センターの部分につきましても、今の現行の開設時間と利用定員の部分を

そのまま移すという計画がございます。

次、お願いします。

ソーシャルサポートセンターです。こちらも今の既存のソーシャルサポートセンターの利用定員と開

設時間をそのまま移すという計画がございます。

それで、全体的に今の身体障がい者福祉センター部分であったりとかソーシャルサポートセンターの部

分を比較的利用しやすいような環境設定をするために、今、基本設計のほうを詰めているような状況で

す。

次、お願いします。

８番目としまして、子育て短期支援事業所、こちらが新設の部分になります。お子様を育てている家

庭の保護者の方が、ご病気とかの理由によって養育が困難になった場合に、そのお子様を一時的にお預

かりするような事業ということです。ショートステイ部分としましては、利用定員最大３名、６泊７日

以内の利用までということで、開設時間については24時間365日、オープンする予定です。

その次、トワイライトステイということで、こちらは日帰り、お泊まりなしの日帰りの預かりという

ことで、利用定員最大７名、開設時間につきましては、夜間、平日の18時から22時、休日につきまして

は８時から18時のうちの８時間利用ということになります。
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次、お願いします。

こちらが、各施設の運営事業者です。社会福祉協議会と地域福祉センターの部分につきましては、今、

市の指定管理者ということで、引き続き社会福祉協議会に管理運営を行っていただく予定になっており

ます。

次、地域生活支援拠点の部分と、生活介護事業、あと子育て短期支援事業所の部分につきましては、

こちら社会福祉法人祐啓会という法人にお願いする予定になっております。

祐啓会さんにつきましては、昨年の末に、運営事業者と設計事業者ということで公募をかけまして、

選定された事業者です。

次、身体障がい者福祉センター部分につきましては、こちらは既存の部分になりますので、そのまま

パーソナル・アシスタンスともさんのほうに移っていただいて、事業を実施していただくということ。

それで、ソーシャルサポートセンターの部分につきましても引き続きサンワークさんのほうに、運営事

業者ということで実施していただく予定になっております。

次、お願いします。

地域生活支援拠点の運営事業者及び東野地区複合福祉施設の設計事業者ということで、こちら、先ほ

どからお話しさせていただいたとおり、10月に運営事業者と設計事業者を一体的に募集して、受け付け

を開始しました。それで、10月末に設計事業者と運営事業者が、このように決定したところです。

それで地域生活支援拠点の運営の部分につきましては、本体が市原市にあります祐啓会さん。こちら

の法人は、比較的施設入所を千葉県内と東京都内に幅広く展開されている事業者さんになります。

その次、東野地区の設計の部分につきましては、東京都の港区にあります松田平田設計に、今基本設

計を進めてもらっているような状況です。

では、次、お願いします。

こちらが、まだ詳細、ここまでしかお出しできないんですけれども、おおまかなスケジュールの部分

になります。先ほど、パワーポイントで説明させていただいた内容、12月に近隣住民、障がい者団体の

皆様、近隣の関係機関の皆様にお集まりいただいて、12月17日に住民説明会を実施しております。

それと並行して、基本設計を今進めているような状況です。最近、実は、また近隣住民を対象とした

説明会を、３月18日10時から、「きらりあ」の食堂で実施しますということで、東野自治会を中心に、

今回覧を回しているような状況と、あわせて障がい者団体の皆様にも、基本設計がある程度、案が固ま

りましたので、３月の上旬ごろから順番に説明会を実施する旨のお手紙をお出ししたところです。

建設工事につきましては、予定では平成30年１月から開始になりまして、平成31年の２月ごろぐらい

までには、ある程度施設のほうを整備していくと。それで、平成31年の４月の開所に向けて準備をして

いくということになっております。

説明会については今後、３月18日に、基本設計案ができ上がりましたので、そこで住民説明会を行い

まして、また逐一、団体の皆様であるとか近隣住民の皆様を対象とした説明会も実施していきたいと考

えております。

次、お願いします。
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この今のパワーポイントのところが、建設予定地と計画概要の図になります。こちら、ちょっと赤と

言ってもわかりにくいですけれども、大体建設予定地としましては、「ゆうあい」、ソーシャルサポー

トセンター、あと障がい者福祉センターの畑の部分、障がい者福祉センターの南側の緑地帯の部分、そ

れで、赤いところで囲まれた部分の一角を使って居住スペースと通所スペース、二棟建てで建設する計

画になっております。

サブリーダー：ありがとうございました。ここまでで、中身に何かご質問、ご意見、ございますでしょうか。

株式会社ダイム：このショートステイなんですけれども、６泊７日以内の利用まで、これは年間の制限がある

のかということと、あとは既存でこの障がい者福祉センター、絵で言うと障がい者福祉センターの上ぐ

らいに、以前からずっと泊まれるところがあったと思うんですけれども、そことの関係ってどういう感

じでするのかなって。

結局同じ、かぶっているようなことがあるんではないかなと。あちらは年間20泊とか何か決まってい

るとか。こっちは決まってないのかなとか。

あとは、総合福祉センターはどうなってしまうのかなというのがちょっと気になったんですけれども。

サブリーダー：いいですか、事務局。

事務局：まず年間の制限についてのご質問なんですけれども、６泊７日のことについては子どもの子育て短期

支援事業所の部分です。お子様が利用できる施設ということで、もちろん、位置づけは、障害者総合支

援法に規定するショートステイではないです。

７ページ目のパワーポイントのショートステイの部分については、障害者総合支援法に規定する短期

入所事業ということです。対象としては、身体障がいのある方であったりとか知的障がいのある方であ

ったりとか精神障がいの方であったりとか難病のある方が対象となります。

それで、もう一つの６泊７日の子育て短期支援事業所については、手帳の有無に関係なく利用できる

施設ということです。

あと、年間20泊というのは、おそらく一時ケアセンターのことをおっしゃっているのかなと思うんで

すけれども。

株式会社ダイム：今までは、一時ケアセンターは、大人も子どもも両方行けたんですよね。

事務局：この複合福祉施設は、まず担当課が３課に分かれておりまして、障がい事業課のほうでは、障がいの

ある方、大人・子どもの施設を建設していますが、あと社会福祉課が、社会福祉協議会などの地域福祉

の施設を建設する、それからこども部が、一般の子育て支援施策として、子育て短期支援事業を行うと

いうことで、３課の事業になっています。

それで、障がいのある方については、７ページの短期入所、これが大人も子どもも障がいのある方は

使えるという施設になっています。今、障がいのある方の短期入所については、公設で一時ケアセンタ

ーが指定管理でやってきたんですけれども２床しかなくて、障がい者福祉計画の中なんかでも利用が多

くてなかなか市内で間に合わない、追いつかないような状況でしたので、28年度に短期入所事業所への

運営費補助というのを創設しまして、今現在は市内で民間の法人さん、２事業所、全部で５人定員分で

きまして、現在、浦安市内では７人定員の短期入所事業所があります。
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障がい者福祉計画に基づいて短期入所の利用もふえてますので、定員をふやしていこうということで、

31年４月にさらに６人ふやす計画となっています。それで、現在、一時ケアセンターのほうには、当初

２部屋、２床しか浦安市になかったときに、少しでも多くの皆様にご利用いただけるようにということ

で、泊数の制限をつけさせていただきました。しかし、28年に補助金を活用していただいて、今市内の

短期入所事業所がふえましたので、そこの利用状況を見ながら、今後一時ケアセンターのその制限等に

ついては検討をさせていただこうと思っています。

現在は、そういうことで制限がついている。今後は少し、もうちょっと多くの方が短期入所を使える

ようにふやしていきたいということで、少しずつ変えている途中になります。

それから、先ほどのご質問で、総合福祉センターの中から幾つかこの中に移転するので、そのあとど

うなるんですかというご質問もあったんですけれども、浦安市の計画の中では、総合福祉センターは、

総合子どもセンターという、子どもの施設に特化したようなものができないかという検討をしておりま

して、この移転の後、あいたスペースをどういうふうにするかというのは、企画政策課が中心に、今全

庁で検討しているところになっています。結論は、まだ出ておりません。

サブリーダー：よろしいでしょうか。ほかに。

事務局：すみません、今短期入所のベッドの数を間違えてお話ししてしまいまして、民間の短期入所事業所は、

３床、３床が２事業所で６床でした。あと一時ケアセンターの２床、合わせて現在８床になっています。

すみませんでした。

サブリーダー：わかりました。ほかには、よろしいでしょうか。

子育て支援事業って18歳までですよね。

事務局：はい。

和洋女子大学：地域生活支援拠点のことがあったんですけれども、これ拠点というのでハードをイメージする

と思うんですけれども、実はこれ相談支援の部分、ソフト部分が結構重要な要素になっていまして、恐

らくこれを読むと、この緊急時支援事業のところで、24時間かどうかわからないんですけれども、相談

受け付けっていうふうな部分が入っているのかなというふうには思ったんですけれども、いかがでしょ

うか。

サブリーダー：いかがですか、事務局。私もそれずっと聞きたかったんですけれども。

事務局：７ページの（４）地域生活支援拠点の後ろに、開設時間が24時間365日と入れさせていただいていま

して、拠点自体は24時間365日稼働するものです。浦安は、この部会でもいろいろ検討していただきま

したが、やはりグループホームやショートステイ、あと重い方が使えるところが少ないといったような

ご意見もありましたので、そういったグループホーム、ショートステイも併設した地域生活支援拠点を

つくろうということで、市のほうでは施設併設型、多機能の拠点を計画しています。

③に、緊急時支援事業というソフトの部分も一部入れさせていただいているんですけれども、これは

実際に市が試行的にではありますが、既に行っている事業ですので、身体・知的に障がいのある方、こ

こを拠点に緊急的な通報にお応えして、ご自宅を訪問するということは、引き続きやっていこうと思っ

ています。
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ただ、最低限これだけはやってほしいという市の募集要項の資料に対して、運営事業者さんのほうか

らは、ソフトも、相談の部分もご提案をいただいているところです。

現在、運営事業者と市のほうで、運営会議等で詳細を詰めているところですので、またそういったと

ころは皆さんにもご報告しながら、31年４月までにしっかりとした制度につくっていきたいと考えてい

ます。

和洋女子大学：ありがとうございます。計画相談とかは、する必要はないと思うんですけれどもね。一般相談、

権利擁護のところでぜひ拠点になっていただきたいと。

そういう意味では、ちょっと基幹相談支援センターとの役割分担をどうするかという話は、行く行く

考えていかなければいけないかなというところですね。

ついでに、生活介護を持つ、グループホーム、ショートステイが持つというふうなところがあるので、

緊急時のお預かりとともに体験の場というところも整備できるということで、非常にいいかなと思うん

ですけれども。気になるのは、やはり生活介護やグループホームで、契約している人だけ使うというこ

とではなくて、やっぱり地域に開かれた形にしていかなければいけないなというところ。それで、グル

ープホームも、重度者の受け入れも考えているということで、非常にいいと思うんですけれども、これ

もぜひ重度者の受け入れをして、それでおしまいではなくて、ノウハウの蓄積をしていただいて、それ

をまた民間にお渡しをして、新たにまたより重度な人をお預かりするというふうな、そういうこう循環

が生まれるような行く行くは拠点になっていただきたいなというふうに思います。以上です。

事務局：はい。

サブリーダー：ありがとうございます。

さっきの身体と知的の緊急支援事業は、今までは10人とか限られた人でやられたと思うんですけれど

も、それはどうするんでしょう。

事務局：そこについても、運営事業者と一緒に検討を始めているところです。皆様からの、既にご要望とかご

意見もいただいていて、現在の事業では、例えば知的障がいの方は時間に限りがあるような、夕方から

朝までしか、今対応していないだとか、ご自宅の中だけの、そのパニックの対応になっているとかとい

うところに対して、ご自宅外でも支援をしてほしいとか、こちらが今決めている時間以外でも支援をし

てほしいとか、あと対象者を区分４以上の高度障がいのある方っていうふうに、今は制限を設けている

んですけれども、それも区分に限らずもう少し全体的な登録を受けてほしいとか、さまざまなご意見を

既にいただいているところですので、そういったご意見を踏まえて、運営事業者と検討をしているとこ

ろです。

浦安手をつなぐ親の会：先ほどの説明で、グループホームのところで、重度を含むとおっしゃられていたんで

すが、最初、重度に特化したと思っていたので、そこは、重度は「含む」ということで、軽度の方、今

までほかのところにも入られている軽度の方と重度の方とあわせてというふうに入っているんですね。

事務局：やはり民間のグループホームを整備しようということで、整備補助を浦安市独自に、設けまして、随

分民間の事業者さんに頑張ってもらって、現在60定員が整っているところです。やっぱりこことの住み

分けをしっかり考えていかなければいけないとは思っています。公設で建てた地域生活支援拠点のグル
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ープホームが合う方、必要な方に使っていただきたいということで考えておりますので、具体的に対象

者などについても、今後お知らせしていきたいと思っていますが、そこは民間で利用できる方も、こち

らも利用できますよと、どちらも選べますよというような形では、考えてないです。

浦安手をつなぐ親の会：短期入所のショートステイなんですが、緊急一時支援の枠も幾つかあっての６名にな

りますか。それとも単純にショートステイで６名でしょうか。

事務局：まだ何人が緊急枠ということは、決めていませんが、緊急時支援事業は一時的にご自宅を訪問するか

たちでとまってましたけれども、やはり国が求める地域生活支援拠点だったり、全国のモデル事業の中

では、緊急時、ご自宅訪問に行って、その後、拠点の短期入所のほうに連れてきて、そこで過ごしても

らうというようなことも、効果があったというような報告を確認しておりますので、やっぱり緊急受け

入れもできるようなショートステイにしようということで、枠等については、今後検討していきたいと

思っています。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：見えないもので、ちょっと頭で考えていたり、ほかの人から聞いたこ

とを自分の身に置きかえて話しているんですけれども、知り合いが自分が目が見えないもので、奥さん

が入院したんで、ショートステイを見に行ったら、そこは市内なんですけれども、ドアを手で押せば行

けるようになっているんですけれども、２階はトイレがなかったらしいんですね。それで１階は食堂が

あるけれども、そこまでは自分で行くようになっているらしいんですね。どういう人が入っているかも

わからないし、トイレはすぐそばにあればいいんだけれども、下までおりていかなければならないって。

食べるものもどんな人がやってくれるのかとか、様子がわからなくて、結局はこれじゃだめだというこ

とで断って、奥さんが入院している間、自分は家にいて、食べ物をまとめて買ってきてもらって、何と

かやっていたということがあるんですけれどもね。

そのショートステイの中の、トイレとか部屋の配置みたいなのは、どうなっているんでしょう。トイ

レは個室にはないということですか。病院みたいに。そういうのがちょっと。うちも二人っきりで、親

戚も誰もいないもので、私が目が見えなくて夫が足が悪いものですからね、何かあった場合に人に頼む

ということができないんですよ。

そういうことがあって、今近所の人が、96歳のおじいちゃんで、私より一つ下の娘さんが面倒見てい

るんだけれども、娘さんが病気で、今入院してしまっているんですね。そうすると、おじいちゃんが困

るんで、市役所へ慌てて行って、それで今申し込んである施設があるんだけれども、そこがやっぱりい

っぱいでだめなんで、ショートステイをどこか頼んで、それでもそこは３日しかいない、２つか何かの

ショートステイを交代に、娘さんが退院するまでおじいちゃんを預かってもらっているって、そういう

のがあるんですね。今、入院してしまっているんで、ちょっと様子を聞けないんですけれども、そうい

うようなことがあるので、自分の場合に置きかえると、うちも困ったなっていうことを話ししているん

ですけれどもね。

私たちはショートステイだけだと思うんですけれどもね。そういうときには、３日でも４日でも預か

ってもらうとなると、障がいによってはトイレとか人の手を借りなくてはいけないとか、自分で行けな

かったらどうしようかなっていうことを、やっぱり考えるんですね。建物の中の様子はどういうふうな
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っているんでしょうか。

事務局：この東野地区複合福祉施設のショートステイのお部屋の中については、これから設計していくところ

ですので、ここについては、まだ決定はしていません。

ただ、ショートステイについて、ご説明をさせていただきたいんですけれども、まず、65 歳以上の

方になりますと、障がいのある方も介護保険が優先になります。市内には、介護保険のショートステイ

の施設は、随分部屋数も多く、大きな施設が多いですので、大体トイレが１カ所にまとまっていて、お

部屋の中にはないタイプが多いように思います。

障がい福祉のほうでつくっているショートステイ、先ほど民間合わせて８床あるというお話をしたん

ですが、その８床の中には、既に個室、お一人の部屋の中にトイレがあるというようなタイプのショー

トステイもできています。事業所によって部屋のつくりはさまざま違ってますので、もしお部屋の中に

そういったトイレ等も含んだショートステイをご希望ということでしたらご案内できる、市内に施設が

あるというところです。

制度もいろいろありますので、具体的にどなたがどういう場面で使いたいということを、ご相談とし

てお受けしまして、個別に対応させていただければと思います。

千葉県発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：この複合施設の中に入る事業所とかが、全部事業所と契約

をして、予約をして利用するという形のものばかりで、地域福祉センターのほうに会議室等の貸し出し

もあるっていうことなんですが、こういう会議室の貸し出しなどもやはり予約をして、団体とかで借り

るという利用の仕方だと思うんですね。

現在市内に療育事業所で「そらいろ」というところができて、通ってらっしゃるお子さんが 200人ぐ

らいいると聞いているんですが、軽度の発達障がいの就学年齢の子どもたちが、行く行くは 18 歳を超

えて地域に出たときに、活動の場というのが市内ですごく不足していると思うんです。そういう軽度の

発達障がいのお子さんなどが将来的に自由に活動を、地域で活動できるような、文化活動などができる

ような、もうちょっと自由に使えるスペースもあってもいいのではないかなと思っているんですが、自

由度がある利用の仕方っていうんですか、それはこの場合、どこでできるんでしょうか。

サブリーダー：こちらは、非常に難しいことだと思うんですけれども。事務局、いいですか。

事務局：その地域福祉センター、会議室の数がたくさんふえますので、まずは登録いただいた団体ですとか事

業所の皆さんが、そこを使っていろいろなイベント、活動をされると思います。場合によっては、その

活動ごとに募集をかけて、利用者さんを募集するようなものが出てくると思いますので、決して個人単

独で使えないということはないのかなとは思うんですけれども、いろいろ活用の場は出てくるのではな

いかと思いますが、ただこの東野複合福祉施設とは別に、青少年サポート事業については、やはり登録

者の方が今大変多くなっていて、当初 200人というふうに想定したところ、大きく超えているところで

す。

入船北小跡地の行政活用の部分で、その青少年サポート事業が平成 30 年から利用することが決まり

ましたので、そちらにこの事業は移って、教室とか使える面積も大分広くなりまして、リニューアルし

て拡充してオープンする予定となっておりますので、そちらのほうとあわせてお考えいただけたらと思
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います。

千葉県発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：今現在は、あちらも予約制で、一人１時間という仕切りが

あるので、うちの場合、私が働いてますし、子どもも会社に勤めているので、特別に夜の７時とかに枠

をとっていただいて、すごく困っている部分に関しての相談を受けていただいている、もう本当にせっ

ぱ詰まった状況なんですが、やはりその青少年サポート事業のほうでも予約をして１時間だけとかでは

なく、もうちょっと自由に利用ができるという形の部分があってもいいかなと。

事務局：フリースペースみたいな感じなんでしょうか。いつもオープンで、お部屋が用意できていて、予約な

しにそこに来ることができますよみたいな形でしょうか。

千葉県発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：はい。余暇の居場所というんですか。そういうものに必要

な部分。

事務局：わかりました。青少年サポート事業のほうは、これから施設、部屋割りなんかも設計も考えていくと

ころですので、検討したいと思います。

事業としては、地域活動支援センターという事業が、今のお話ですと一番合っているのかなと思うん

ですけれども、今、地域活動支援センターは浦安市で３つあるんですけれども、ソーシャルサポートセ

ンターは精神に障がいのある方が対象ですけれども、地域活動支援センターで、そういう意味では自由

に来ることができるスペースがあります。

あと身体に障がいのある方対象ですけれども、身体障がい者福祉センターにも地域活動支援センター

として、そういった自由に行くことができる、時間帯と場所があります。

あと、３障がいの方を対象としました「地域活動支援センターとも」、浦安市の補助事業になります

が、ここにもそういうフリースペースというのがありまして、ちょっと今の障害者総合支援法のサービ

スの分類からいくと、地域活動支援センターのフリースペースが合うのかなというふうには思うんです

けれども、それとは別に青少年サポート事業のほうでも検討はしていきたいと思います。

浦安市自閉症協会：ちょっと話が、ぐっと前に戻ってしまう感じなんですけれども、新しい事業の子育て短期

支援事業についてなんですけれども、これは障がいのあるお子さんを預かるっていうふうではなくて、

障がいがあってもなくてもっていうことなんですかね。それで、主体というか発信しているところがこ

ども部ということなんですけれども、ちょっと先走って不安がっているだけなのかもしれないんですけ

れども、例えばお願いしたいというおうちの、お子さんが障がいがあった場合、ほかの障がい者対象の

ところが空きがあるからそちらに、とかいうことはないんですかね。障がいがあるお子さんの保護者の

方が、こっちがいいとかあっちがいいとか選べるんでしょうかね。

事務局：８番の子育て短期支援事業は、核家族のご家庭がふえていて、お母さんがご病気だったり長期出張だ

ったりというところで、宿泊で見ていただけるところが少ないとなかなか子どもが生みにくい、育てに

くいというところを解消しようということでこども部がやる子育て支援事業になっています。

ただ、運営事業者が、社会福祉法人祐啓会ということで、地域生活支援拠点や生活介護事業を運営す

る運営事業者と一体的な運営になっていますので、そういったことを含めて、今後しっかり検討はして

いきたいと思います。
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サブリーダー：よろしいですか。はい。ほかには、よろしいでしょうか。

ちょっと余計なことなんですけれども、今の子育てなんですけれども、他市では、恐らく面談して受

けられるか受けないかというのを決めてますね、大体。障がいをお持ちでもだと思います。

では、次に進みたいと思います。３番目の、平成 29年度及び 30年度地域生活支援部会の方向性につ

いて。事務局より、お願いいたします。

事務局：平成 29年度及び 30年度地域生活支援部会の方向性について説明させていただきます。議題３の資料

をお出しください。

まず、皆さん御存じかとは思いますが、現在の自立支援協議会の組織の形を確認させていただきまし

て、最後に、この２年間の議題を振り返りまして、それを踏まえて次年度以降、どのような議題がよい

かとか、次年度以降の委員さんに引き継ぎたいこととか、そういったご意見をきょうの会議でご意見い

ただければと思います。

では、資料に入っていきます。

まず、組織についてですが、自立支援協議会は、市長から委嘱を受けた委員で構成しまして、また５

つの部会を置いています。自立支援協議会の委員は、いずれかの部会に所属することになっています。

合同部会は、部会間の活動報告を行います。開催回数については、自立支援協議会が年６回、部会が

年４回、合同部会が２回ということで、やってきました。

ちょっと飛ばしてしまいますが、２ページ目は、各部会の目的、課題を記載しています。地域生活支

援部会は、障がいのある方の就労とか住宅など、地域生活全般にかかわる問題の解決に向けて協議を行

うことであったりとか、障がい福祉サービスの事業の充実を図る、こういったことを目的としていまし

て、主な議題としましては、「障がいのある方の就労に関する事項」ですとか、「住まい・地域定着に

関する事項」ですとか、「地域でのくらし全般に関する事項」、このようなことを主な議題としていま

す。

３ページ目に、参考としまして平成 27 年度・28 年度、この２年間の議題を挙げさせていただきまし

た。

表の一番上に、「議題案」というふうに記載してしまいましたが、「この２年間の実績」ですので誤

りです。申しわけありませんでした。

「障がい者の就労に関する事項」については、就労支援センターの実績の報告ですとか、浦安福祉事

業体の活動報告、また就労支援施設等からの物品等調達実績の報告、こういったことを議題としてきま

した。

「住まい・地域定着に関する事項」については、昨年ですが住まいと生活についてのアンケート調査

を実施しました。地域生活支援拠点についても、ご意見をいただきました。

「地域でのくらし全般に関する事項」なんですけれども、人材不足、ヘルパーの不足と処遇の改善に

ついて議題として上げさせていただきまして、現在障がい福祉事業者住宅確保支援事業補助金の検討を、

この部会でさせていただきました。また、前回ですか、重度障がい者支援事業所運営費補助金の成果に

ついても、ご報告させていただきました。また、差別解消法施行に向けてや福祉計画の策定についても、
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議題に上げさせていただいたところです。

これを踏まえて、来年度以降の議題、何がいいかとか、そういったご意見をいただきたいと思います。

サブリーダー：ありがとうございます。ここの中でも、恐らく来年残られる方も何人かいられるかなとは思う

んですけれども、私もサブリーダーは、リーダーとサブリーダーはもうここでおしまいになりますけれ

ども、そういう意味でも来年の課題を出していただけたらなと思います。

それで、１つだけお願いがあるんですけれども、年に４回しかないんで、あまり広くしないほうがい

いと思うんです。見ていただいたとおり、あまりにも広過ぎてしまって、結局何なのかというのもあり

ますから、できたら議題も１つか２つに絞ってやっていったらいいのかなと、私は思うんですけれども、

何かご意見をいただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。

和洋女子大学：議題を絞りたいというお話は、よろしいんではないかと思うんですけれども、じゃ何に絞るか

というところのコンセンサスというのをどう得るかというところが、そこは何かお考えになっています

か。

サブリーダー：恐らく事業者側とすると、人材不足が、これがもう最大の問題になっていまして、特にここ一、

二年はひどい状態だなと思っていて、やっぱりその辺の人材育成というものが大きな、私どもで、私の

中では一番大きいかなと思っています。

今、これから建物とか、事業ができたとしても、それをやれる人たちが何といっても全体的に少ない、

そのことをともに、地域でどう考えていけば、やっていけばいいのかなということが一番大きな課題に、

自分では思っています。

和洋女子大学：はい。事業者の立場とか、親の会の立場とか、それぞれで多分問題意識が違うだろうなという

中で、これが一番問題なんだというのを、それぞれちょっと出し合ったりしながら、重点的な課題を決

定していくというふうな方向性でいかがでしょうかね。

サブリーダー：ということは、順番に挙げてもらえますか。

和洋女子大学：今決めなくても。

サブリーダー：今決めなくてもよろしいんですか。ただ、幾つか決めておかなければいけないんですよね。

事務局：そうですね、あと、すみません、ほかの部会でも結構皆さんのご意見を、最後は聞いたところが多か

ったみたいなので、もしよければ皆さんのご意見を。

サブリーダー：そうですか。では、すみませんけれども、一言だけでも。何かありましたら、いちょうの会か

らお願いできますでしょうか。

いちょうの会：うちのほうの会は、いつも私、同じような言葉になってしまうんですけれども、なかなか皆さ

ん、外へ助けを求めないで、自分の家族だけという方が多いんですね。

というのは、精神を患っている当事者を抱えている家族なので、親ももうくたくたなので。それで、

今この何年か、私もこういう会に出させていただいて、こういう話が出てますよということを、会員の

皆さんにお話しするんですけれども、その会すらも、皆さん全員が出るというわけではないんで、結局

働けるうちは、皆さん共稼ぎの方も多いという感じと、あと病院へ行ってない当事者もいるという。

うちの会は、そういうんで体験談的に雑談になってしまうんですけれども、せっかくこういう会に出
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させていただいておりますので、なるべく会のほうに反映したいと思っております。

浦安市肢体不自由児親の会どっこらしょ：先ほど、サブリーダーから、議題はあまり広がらないほうがってお

っしゃられたのですが、今現在のどっこらしょの会のメンバーの一番の関心といいますか悩みといいま

すか、障がい児の子どもたちは、まあ、子どもたちとあと大体二十歳前後の子どもが多くて、それで親

御さんは、私のような親も、今は働ける世代ですが、だんだん高齢化がしていって、配偶者のどちらか

が亡くなってという、その将来というのは非常に大きな不安を抱えています。

それで、先日、和洋女子大学の高木憲司先生の講演会でも、少しお話があったんですが、日本の障が

い者、特に医療的ケアが必要な障がい児の親、家庭を見ますと、お母さんがみんな看ている形が非常に

多いので、そのお母さんから切り離して、子どもさんを例えばグループホームに一人でやるっていうの

が、非常に人手不足っておっしゃったのと、あと医療的ケア、非常に多岐にわたって専門的な医療的ケ

アが必要なお子さんが多いので、親と切り離してグループホームに住むのは難しいというのは、大きな

意見です。

なので、講演で高木先生がおっしゃったような、母子で入れるようなグループホームを、最悪立ち上

げるみたいな話になっていまして、でも資金ないよね、そうやって不安をみんなで一所懸命払拭と言い

ますか、元気出して、一人じゃ無理だけど、みんなで生きていこうよみたいな話でまとまりました。一

週間ぐらい前の会合でした。

なので、それがうちの会では喫緊の話題になっています。あと、こちらで全く関係がないので、話す

のはちょっと場違いなのですが、何しろ車いすのお子さんたちを抱える人たちばかりなので、まず第一

に、何をするにしても移動の支援が必要だと。それで、小学生、中学生までは、市内の特別支援学級に

通わせていただくんですが、高校になると高等部がなくて、それで非常に遠くの船橋まで通っていらっ

しゃる方がたくさんいて、バスを出していただいているので、子どもたちはバスに乗って片道１時間と

か２時間かけてなんとか通える。お母様方が、順番にＰＴＡになったときは、車や電車で自分で通わな

ければいけない。でもまあ、くじで負けたらＰＴＡをやらなければいけないというのもあって、非常に

それが見ていて大変なので、全然関係ないんですけれども、どっこらしょの会の一番の喫緊の話題とし

ましては、いつか身体が不自由な子どものための高等部の高校ができればいいなということです。

浦安市自閉症協会：私は、部会が年に４回しかないというのは、もうずっと出ていて、本当に毎回すごくもど

かしいんですね。結局、結果が見えないままに１年終わり、２年目も終わりみたいな、そういう感じが

何とかならないのかなという思いがずっとあります。でも課題というか議題を減らしてしまうのも、ち

がうと思うし、じゃあどういう形がいいかというのはすごい悩ましいと思うんですけれども、当事者側

と言っても、私たちは親なので、実際には当事者ではないですけれども、サービスしてくださる事業者

の方と問題点は違うと思うんですね。

本当は、それぞれの問題点をこの場ですり合わせることができたら、すごくいいなと思うんですけれ

ども、その前の段階がないので、それができないままで、何か大事なことは話し合っているんだけれど

も、やっぱりすごく遠い話のようにも感じてしまう部分もあるんですね、正直言うと。

就労の問題も住まいの問題も、やっぱり人手不足というのは、私たちももちろん無関係なわけじゃな
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いし、大事なことだろうと思うし、話し合うべきだと思うんですけれども、でも、本当は親のほうのと

いうか障がいを持った子どもの親の思いとしては、人手が不足してようがしてないだろうが、自分の子

どもが働いている場所であれ、暮らしている場所であれ、そこの環境がどうだろうかということが、一

番関心があることで、センスのいい職員さんがいてくれるだろうかとか、人手が少なくても気が利く人

がいれば、ああこれと思うことがあっても、そこをすごく上手に補う人がいてくれれば、それでオーケ

ーって、親とかは思えちゃうところがあるし、なので微妙にどうしてもずれると思うんですね。

なので、もうちょっとアンケートの話も最初にありましたけれども、全部の、障がいのある人たちを

分けずに、とにかく全体に均等にというだけじゃなくて、ここの部分については、身体障がいの人だけ、

中でも例えば 18 歳以下とか、小さい子どもの親に特化したアンケートをとってみるとか、そういうも

のもやって、でもそうすると時間がかかると思うんですけれども、本当に私たちがやりがいがあるなと

か助かったとか思えるようになるには、そういうふうなやり方じゃないと、どうしても何かこう、上っ

面のように感じたり、ちょっと何かずれているんだよなと思ったりというのが抜けないと思うんですね。

今おっしゃったみたいに、やっぱり学齢期のお子さんは、支援学校の話とか、どうしてもそういう話

だと思うし、私も実際そうでした。だけど、自分の子どもが学生の時だとそのことがすごく大きな課題

なんですけれども、卒業してしまうと、その先のほうが長いっていうことを、本当に実感として感じる

んですね。

でも、やっぱり、今学齢期にあるお子さんの話を聞くと、そのときの自分の思いもよみがえってきた

り、だからどれも本当に大事なことなんです。なので、やっぱりここの部会だけじゃなくて、その前段

階で集まってというか声を拾う場というのがあるほうが、絶対いいというのを、改めて思っています。

アンケートの内容の話も、もう今年はアンケート取っちゃったから、じゃあ来年から、となったとして

も、それを集計するときに、そういえば先生が、実は身体障がいの全体の７割以上の人が高齢者だった

とか、そういうことを思い出して、必要があれば、またアンケートをとるまでいかなくても、団体を通

して聞き取りをまた改めてしてみるとか、何かそういう工夫を入れて、無駄にならないようにきめ細か

くやって頂きたいなと思うし、私たち親、障がい者側のものとしても協力できるところはしていきたい

と思うので、聞いてほしいなと思います。

浦安手をつなぐ親の会：課題として取り上げてほしいことといえば、やはり自分は一番、住まいとそれから生

活の活動の場というのが、すごく今一番大事なところで、あとは先日の和洋女子大学の高木憲司先生の

講演会でも出たと思うんですが、50・80 問題っていうんですか。それがすごくもう漠然とした不安も

あるし、親の会だともうまさにその世代の方が一番多いところで、みんな気になっているところなので、

やっぱり親も安心して年をとりたいし、いつまでももう自分が頑張れる自信もないので、そこのところ

はしっかりと話し合っていきたいなと思います。

千葉県発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：議題に上げることというか個人的に困っていることとして、

うちの子どもは、療育手帳と精神の手帳を持っていまして、一応軽度の部類に入る中度なんですが、持

病を持っているので、死ぬまで一生涯薬を飲みながら生きていかなければいけないという状況にありま

す。それで、自立支援の手帳をとって、本人の所得で、上限額が決まっているんですが、マックスで
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5,000 円払っているんですね、持病に関しては。それ以外に、例えば風邪を引いたとか虫歯ができたと

かで歯医者さんに行ったり内科に通ったり、違う病院にかかったりした場合、月に２万から医療費が下

らない、かかってしまう月とかもありまして、すごく医療費の負担が厳しいなっていうことを切実に思

っているので、その療育手帳の軽度のランクのあるような人でも、難病指定に入らない特定疾患を持っ

ている場合に、少し医療費の補助とかや、あったらうれしいなということも思うというので、そういう

ことも議題に上げていただけたら。

あとは、やはり学校に通っている間は、障がい者もいろんなことを学校で教えていただけたりしてい

ますが、やっぱり障がい者っていうのは、一生支援と療育が必要な子どもたちなので、学校を卒業して

から教えていただいたり学べたりする場というのは不可欠だと思っているんですね。

例えば、軽度の人たちの場合は、親や支援者がいなくて一人で行動ができるような障がい者の場合、

一人で自由に行動する分、犯罪に巻き込まれて加害者になったり被害者になったりっていう危機感もあ

りますし、携帯電話なんか使えたりインターネットも使えたりすると、そういうところで被害に遭った

りとか、そういう不安感がたくさんあるんですね。

社会で生きていく上で、例えば親亡き後、グループホームに入ったから安心っていうことは絶対にな

くて、グループホームに入りつつ、そういう生きていく力を教えていただけるような療育事業とかがい

ろいろあったらいいなっていうようなことを、常日頃考えているので、そんなことをもうちょっと考え

て検討していただけたらと思います。

社会福祉法人なゆた：私は、当事者の親でもあり事業者でもあるということで、両面の立場があるので、事業

者の立場でしたらサブリーダーがおっしゃったように、人材育成というところでは、今後の課題になっ

てくるかなと。

社会福祉法人なゆたの中で、今直接すごい困っているというわけじゃないんですけれども、福祉の業

界って結構特別で、福祉で働いている職員の方が一般企業に行ったときにすごいギャップを感じるみた

いなんですね。一般企業というのは福祉での常識というのがなかなか難しくて、一般の企業で働くのが

難しいから、また福祉に戻ってくるとか、もっと福祉で働いている人たちの、何かそういうのを上げて

いきたいというか。

だから、そういう研修を、ことしは一般企業のところにまじっての研修とか、そういうところをいろ

いろやっていきたいなという。魅力ある職場にしないと、人材も来てくれないのかなと思っているので、

そういうところに力を入れていきたいと思っています。

あと親の立場というか、私たち同世代の保護者たちの中では、住まいの場というのが、今はいいけれ

ども、自分たちが年とったときに浦安の中にそういう場ができているのかなというところで、なかなか

浦安って、すごい狭い中で場所の確保がすごく難しいところなので、グループホームをつくりたくても、

やっぱり場所の確保というところがすごく課題で。

だから、そこが気持ちはあっても、なかなかハード面が難しいなというのが課題なのかなというのが

あります。

質問なんですけれども、この住宅補助というのは、これはまだ決まってはないんですか。職員に対し
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ても。

サブリーダー：事務局のほうから。

事務局：後ほどご報告申し上げようかと思っていたんですけれども、住宅確保の補助金についてなんですが、

平成 29 年度の予算については、市長が辞任した関係がありまして、新規の事業というか新規の取り組

みについては、３月議会に新規の事業は上程していないものが多くて、６月議会にて、新たな市長が就

任した後に、政策的な判断を踏まえて、補正予算という形で編成することになっていまして、この住宅

確保の補助金に関しても、３月のほうに上程していませんので、６月議会で上程して承認されれば、予

算成立となるという流れになりまして、そのため年度当初から事業の実施というのはできないので、そ

の点、ご報告したいと思います。

株式会社ダイム：まず、こういう場で、地域生活支援部会という名前でやるということになると、地域生活支

援事業に対してのみんなの問題点の話し合いのための部会だと思うんですけれども、結局、それで年４

回って、最大公約数みたいなところでしか話ができないということになると、やはりそれぞれの親御さ

んたちとかの話を聞いていると、もっとコアないろんな話を聞いて、みんなが大体どれだけ困っている

って、先ほどおっしゃっていたように、18 歳未満の障がい者を、障がいのお子さんを持つお母さんた

ちだけのアンケートとか、そういったものである程度問題点を絞っていって、それでこういうところに

持ってくると。

そういったことに関しては、ある面、事務局のほうで何かこういうところに集中しているというもの

があれば、そういった形で話してもらうというのが一つの手だと思います。

それで、私ども事業所って事業所の横のつながりの中で、私は地域生活支援部会のここに出させてい

ただいているので、横つながりの中で何か困ったことがあったら話するよという、その情報収集をする

のと、あとはここで何か動いているとすると、それをまたみんなにお話をするというのは、きっとここ

に呼ばれている私の役目だと思っているので、それはまあ続けてきているんですけれども、おっしゃる

ように事業所側と利用者さん側で、何かを一つって決められると、かなり厳しい部分もあると思うので、

２つぐらいというか、あっち側とこっち側みたいなところで、いろんな話でもいいのかなと思いました。

それで、内容として、この部会のご案内のときに、一言、「今回は来年度の話をするので、そういっ

た各団体の代表さん方は、何か持ってきてください」と言えば、またそこでこう何を出そうかという話

がきっとあって、もう少しすんなり、各団体の方たちが、ものが言いやすい形だったのかなと思うので、

年度末のときにはそういうのがあってもいいのかなと。恐らくほかの部会もそうだと思うんですけれど

も。

それで、私、思っていたのは、事業所がやはり人手不足だと。人手不足だから、利用者さんたちのほ

うも困ってらっしゃるということから考えると、やっぱり慢性的な人手不足というのはあると思うんで

すけれども、新しく入れる努力というのと、あとは今いる人たちをどうやって回すかということもある

と思うんですね。

私は、ずっと引っかかっていて、これは私どもの、私は居宅介護の事業所の、その中でも介護タクシ

ーという部分の代表で来ているんですけれども、居宅介護全体で言うと、やっぱり今、人がない中で、
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ずっとみんなで話をするのが、浦安の移動支援の単価のことなんですよ。

浦安の移動支援は、短い間は、ほかの、例えば訪問介護とか居宅介護とか、要は高齢者の、そういう

サービスで行くと安いんですけれども、長くなれば長くなるほど、普通の介護保険とか普通の居宅介護

の制度と比べて、どんどん、どんどん乖離していくというか。長くなると介護保険も障がいも、基本、

30 分単価が下がっていくものなんですけれども。それで、事業所は、長いサービスをあまり受けられ

ないというか、給料を払っていくためには、最初の単価の中で終わらせるようなものにしなくてはいけ

ない。

ということは、できるだけスキルを上げてコンパクトにまとめて、次の人に行けるようにという形で

動くんですけれども、浦安の移動支援は、ほかの自治体も例を見ない、「長くやったほうが単価が全然

下がらなくて得」みたいなのがあって、そうすると、事業所はみんな移動支援にヘルパーを使うように

なるので、本来おむつを交換してほしい人とか、本来何か別のことをしてほしい人というところに、ヘ

ルパーが行き届かなくなるということがあるんですね。

だから、浦安市が決めた単価というのを、ある程度変えることによって、ヘルパーさんをうまく回す

こともできるのではないかと、私はずっと思っていて、あとその料金の問題が、随分、世間で騒がれて

いるんですけれども、浦安の移動支援って夜間とか深夜とかっていうのに割増が全然ないので、事業所

としては夜間 30 分使うとすると赤字みたいな形になってしまう、もしくはヘルパーにそれだけの単価

をあげない。そうすると夜間とか深夜の短い、本当にコンパクトな移動支援とか、そういうものが動か

なくなる。

だから、こういったことを考えると、いろんなものの単価、支援をした事業の単価というのも、そう

いうヘルパーが偏った動き方をしないとか、もしくはそのサービスが必要なところにちゃんと配置され

るような単価設定を、夜間の単価が安いと、本当にどこも移動支援 30 分、動かないと思うんですね。

恐らく、今度実績を聞いてみたいと思うんですけれども、夜間の 30 分とか、うちは本当に動くんです

けれども、ほかのところは動いているって聞かないんですよ。自分たちの利用者のところで聞いてもね。

だから、そういったものを、ある程度それなりのものにしていっていただければ、ヘルパーが必要な

ところで必要な形で動かせるだけの、労基は 1.25 とかね、休みの日は 1.5 とかって、そういう給料を

出しなさいと言われる以上、事業所としても、それを出さなくてはいけないと、赤字になると、そこに

人を置けないということになっていって、だから大事なところに人がいないとか、必要なところに人が

動いてくれないとか、そういったことになるので、その一般的な自治体と、ある程度の流れを、移動支

援だと本当に違うと思うので、そこだけを何とかしてもらえれば、もう少し違うのかなというのが、移

動支援というのは地域生活支援事業なので、ずっと考えていたことです。

それで、事業所からそういういろんな話の相談も受けるので、今日はその代表として、その話ができ

ればいいと思いました。

ＮＰＯ法人あいらんど：皆さんのお話を伺って、何をどういうふうにということがわからなくなってきていま

す。

地域支援部会に期待することというか、次はこうなったらいいという意味では、私は事業所で来てい
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るので、就労支援継続Ｂ型ならＢ型、生活介護なら生活介護というところの事業所間の横のつながりを、

何か深められたら、うちは定員が満たないところもあるので、ほかのＢ型の方はどうしているのかなと

いうこと、特色を生かすという意味ではいいとは思うんですけれども。

何だろう、利用者さんが偏っているようにも思う。それは何でだろうというところは、そちらの事業

所さんに伺わないとわからない。でも事業所間の連携をとるような場所がないというか、あとは事業所

の相談するところが、基幹相談なのかなというふうに、前は思っていたんですけれども、そこが基幹支

援センターが機能しているかどうかは、ちょっとわからなくて、何が言いたいかというと、グループホ

ームをやっていて、今最大の課題が高齢化というか、あとは必ず間違いなく病院に行くというところで、

世話人がどこまで仕事するんだろうみたいな。なので、そのような会議があるたびに、世話人の仕事の

範囲というところで、おうちの人の代わりっていうイメージではないんですけれども、全て、移動支援

が使えない、訪問看護が使えないということになると、世話人がやるしかないんですね。

そうすると、少ない人数で、何をどのぐらいやるかということで、本当に限界が来ているなというの

があって、グループホームがふえればいいなというふうに思いをはせるんですけれども、いざ現実を見

てみると精一杯ということ。

あとは、あまりにも世話人の業務が多いということ。それを、まだまだでき上がっていない部分があ

るので、訪問看護がどうやったら使えるんだろうかとか、あとは利用者さん一人一人の性質だったり区

分だったり、いろいろあるので、どこをどういうふうに提携していったらいいんだろう、ダイムケアさ

んに相談すれば、個人的には解消されたとしても制度的にはどうなんだろうとか、そういうことを考え

ていくと、職員の人材育成もあり、あと募集しても来ないとか、いろいろあるんですけれども、何に集

約していっていいかわからない、この深い深い事業所の悩みを、ちょっと１つでも削らせてくれるよう

な、やり場のない気持ちというのが、ここで言っていいかどうかはわからないっていうので、非常に今

行き詰っていますね。

ＮＰＯ法人カプア：グループホームをたくさん、今整備していて、結構充実してきているとは思うんですけれ

ども、その中で、障がいをお持ちの方でも、うちの利用者さんで一人暮らしを始めたいという方が、グ

ループホームでは嫌だとか、アパートに暮らしたいという方が出てきて、だから、そういう地域でどう

やって支えていくかということも、グループホームをつくれば当然世話人さんとかいるから、世話して

もらえるんですけれども、実際伺っている方で、本当の一人暮らしの難病の方もいらっしゃると、結局、

支えるときにやっぱり人材が、どうしても必要になるし、ケアの人だったらば、やっぱり看護師も必要

になるしということで、やっぱりそこの地域の支えるシステムですね、それをどのようにこれから充実

させていって、親御さんも年をとってこられるから、そこでお子さんたちを見ていくときに、グループ

ホームではなくて、自宅で生活できる、支えられる、安心してできるという、そういう支え合える地域

のシステムですね、そういうのをどうやってつくっていくかということを考えていったらいいんだなと

思います。

あと、もう一つ、さっき自由なサロンとか言ってましたよね。あれ、すごくいいと思って。成人式の

子がいたんですが、その子が成人式に行かないと言うんですね。その子は、小学校からずっと船橋に行
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っていて、周りに友達が一人もいないと。だから、やっぱりそういう障がいお持ちの、車いすでも、い

ろんな障がいをお持ちの方でも出入り自由で、友達をつくっていかれるとか、そういう地域に根差した

サロンというんですかね、そういうようなところがあったらいいのかなと、この間思ったので、そのお

話をしました。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：皆さんの話、いろいろ聞いているんですけれども、私はまた当事者な

んでね、皆さんの話、私にはちょっとよくわからないというか、経験がないというか、とにかく私は当

事者として先天性なんで、目が見えなくて小学校、うちなんかも大人になってから、あと子どものこと、

それ全部親が、母親がいないものですから親が、私が全部自分でやってきたんですね。

だから、今、自分で夫と二人でいるんですけれども、今、私たちも会なんかがあってみんないろんな

人が入ってきますけれどもね、例えば事業者、私たちも利用者なんですけれども、私たちの場合には視

覚ですから、点字ブロックということが大分問題になりましてね、先日も私の友達の旦那さんが、その

点字ブロックにつまずいて顎の骨にひびが入ってしまって、入院してしまったんですね。

そうしたら、その人が私のところに来て、「あなたはこれが必要なの？」って、ちょっと怒ったよう

なことを言ったから、「私はこれがないと歩いていけないんだ、一人ではめったに行かないけれども、

やっぱりこういうものがあるっていうこともわかってもらわないと、私たちは外へ出られない」って、

その人に言ったんですよね。まあ、友達だから、「そう」って言ってましたけれどもね。「うちのお父

さんなんか、こんなものがあるもんで、歩きにくくてしようがない」って怒っているなんていうことを

聞かれたり、あと点字ブロックが、この間も車止めにぶつかって杖を折ったとかって、そういう話は、

いろいろ聞くんですね。

でも、一般のこういうところに出てくると、視覚障がい者のことって、ほとんど話題がないんですよ。

だから、マッサージにしたって３年間、寮に入って、国家試験を取って、それで地元でやりたい、結局

今二人、やってますけれども、二人ともホームから落ちた経験もあるし、怖くてもう、年もだんだん重

なってくると、ほかへは行けないから地元でやりたいと。でも場所は、見える人ならね、どこに借りて

も来てくれる、いろいろ啓発なんかもできるけれども、見えないと、その場所によっては、自分も行か

れないしお客さんも来ないっていう、そういう私たち視覚障がい者の問題っていうのは、ほとんど誰に

も話す機会がないんですね。

私もこういう会に入っても、今までと違って、こんな新しい人がどんどん入ってくると、結構元気な

人もいるし、とても視覚障がい者と思って理解してもらえないかなと思うところがあるんですけれども

ね、そういうことを、啓発・広報というのが、こういうプロジェクトにあるって、私、前「ゆうあい」

に３年間行っていたんですけれどもね、そういうことを聞いているので、視覚障がい者に対するいろん

な問題というのを、皆さんには関係ないかもしれないけれども、やっぱり年をとってくれば、私たちも

病気になったりそういうことでどこかで世話になると思うので、啓発というか、話を話題にしてほしい

なと思うんですね。それだけです。お願いします。

社会福祉法人サンワーク：私は、ことしの１年ですね、新任で入らせてもらいましたけれども、この資料の２

の地域生活支援部会の目的のところの部分の、「障がい者の就労・住居等地域生活全般に係る諸問題の
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解決」って書いてあって、年４回で就労も住居もと考えると、やはり話す内容ってすごい限定されてし

まうのかなっていうのが、思うところです。

というよりは、就労も４回話せるでしょうし、住居も４回、多分話せると思うんですよね。

だから、地域生活支援部会、この部会だけ全部をするんではなくて、何か例えばこの下に、就労の、

それこそ先ほど来出ている事業所部会であるとか、グループホームだけの部会であるとか、グループホ

ームの中での問題、Ａ型もＢ型もありますけれども就労以降の部会というのをつくって、そこから出て

くるものを、こういう上に持ってくるようなシステムというのもあると、生の声も聞けて、当事者の声

も聞けて、家族の声も聞けてというようなものができると、なおいいのかなというのを思いました。

私自身は、先ほど東野地区の話が出たソーシャルサポートセンターですね、地域活動支援センターの

中にいますが、基本的には日中、精神障がいの方ですね、中には発達障がいとか知的を持っている方も

いらっしゃったりしますけれども、職員の人材不足というのは、やはりどこも一緒かなと思うところで、

先ほどから出ているように、今いる人がどれぐらい力を出して、うまく回せるかというところが問題な

のかなというのもありますが、あと利用者不足というのも意外と精神の人が出てます。というのも、引

きこもりになっている方っていうのもやっぱり多くて、計画相談とかに乗らない方で、実際にご自宅に

出向いて、ご家族とお話しして、ご本人とちょっとお話ししてというようなケースも、やはりふえてき

ていたり、計画相談に関しても、複雑に、ご本人だけの問題ではなくて、ご家族との絡みのある問題で

あるとか、虐待のケースであったりとか、こんなケースがふえているというのも現状かなと思われます。

あとは、ソーシャルの中でやっているのと、地域甲子園というのもやっているんですが、先ほどグル

ープホームを探したりとか一人暮らしをっていうところでサポートをしていると、やはりなかなか生活

保護を受けている方が浦安で一人暮らしをするって考えたときに、案外と住む場所がないっていうのが

ネックだなというのは、ここのところずっと、もう何カ月も家探しをしているんですけれども、大家さ

んからはねられてしまうとか、そういう人は無理ですよというふうに軽くあしらわれてしまうとかとい

うような現状もあったりして、そういう住まいの問題というのは、なかなか難しいなというのが現状に

あるので、そういったこと、生の声をもう少しここに出して、それをどう討論していくかみたいなこと

がもっとできるといいのかなと感じました。以上です。

社会福祉法人南台五光福祉協会：先ほどから皆様がお話しされているようなことは、本当に必要なことだなと

思います。それで、私のほうでは事業者の立場としますと、人材不足であったり人材育成、その方の定

着、やっぱり人が全てといいますか、支援する側もそれだけのスキル等々を身につけて、長く定着して

ほしいなというところも話したいなというところでもあるんですけれども、今回、議題ということがあ

りましたので、せっかくこの 31 年度東野地区の複合施設ということもありますので、それに向けてグ

ループホームであったりショートステイの充実というところで、この場での皆さんの必要なものを吸い

上げて、より近いものをつくっていただけるような提案をする機会にしてはどうかなと思っているとこ

ろです。

また、それと同時に働ける場所、卒業生であったり働ける方たちが、どう生活の場、活動の場に結び

つけられるか。Ｂ型であったりＡ型であったりという生活介護での事業所であったりというところで、
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いかにそういうところを連携できるかなというところも話し合う議題の一つにしてもいいのかなという

ところを思いました。

サブリーダー：ありがとうございます。

今ので全部ですよね。絞れというのは無理な話なものですから。

先ほどから出ましたこの部会の意味みたいのが、「就労・くらし・生活」、これは変わらないと思うん

ですよね。

それで、次のリーダー・サブリーダーに、この３つは変わりませんので、今いただいた意見の中か

ら絞って出してもらう。プロジェクト会議か何かがあるんですよね。リーダー・サブリーダーか何か。

打ち合わせを。それを、次の方にお任せするということでもよろしいでしょうか。本当にまとまらな

くて申しわけないんですけれども。

恐らく、これ永遠に話してもまとまらないんだろうなと思いますので、そのようにさせていただき

ます。

まだちょっとお時間が。何かありましたら。まだ、次、残ってますか。

事務局：ごらんいただく資料は、当日配付ですかね、議題４資料というものがあるかなと思うんですけれど

も、そちらのほうをごらんいただきたいと思います。

障がい福祉課から、本日２点ほど報告をさせていただきます。

前回、第３回目のこの地域生活支援部会では、「おまもりシール」の説明はさせていただいており

ます。それは、年度途中 10 月からスタートした事業なんですけれども、現在 15 名ほど申請者がいら

っしゃいます。

本日は、この資料に書かせていただいていますように、まず「はいかい探知機の賃借料等の助成制

度」の導入ということで、現在このはいかい探知機につきましては、高齢者で、特に認知症の方です

とか、そういった方を対象に、この「はいかい探知機の賃借料等の助成制度」というのがあるんです

けれども、こちらのほうの行動障がいのある知的の障がいのある方とか、そういった方にも対象にし

ていきたいというふうに考えておりまして、このＧＰＳ機能端末があるんですけれども、これは本当

にポッケに入るくらいの大きさのもので、それを身につけておくことで、行方不明となって自宅に戻

れなくなった際に、その端末からの電波をキャッチして、本人の居場所を知らせるシステム、こうい

うような内容のものです。

この事業では、そのシステム利用に関する探知機賃借料の一部を助成するという内容になります。

対象者としましては、市内在住の行動障がいのある知的障がいの方ですとか、高次脳機能障がい、

見当識障がいなどをお持ちの方を自宅で介護されている方ということで考えております。

それで、こちらについては、費用、月、一部負担をまだいただくような形でスタートしたいんです

けれども、別途まだ初期費用とかいろいろかかるんですが、そちらのほうは助成をしていきたいとい

うふうに考えています。

開始時期は、この 29年度の４月からを予定しております。また、いろいろな意味で周知活動を図っ

ていかれればと考えています。
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あと、もう一つは、下段に書いてありますように、「見守りメール配信システム」の導入というこ

とで、事業内容としましては、「見守りメール配信システム」というのは、これは専門に行っている

事業所、事業者さん、これを活用して、事前に登録という形になるんですけれども、事前に登録した

行動障がいのある知的障がい者の方ですとかが行方不明となった際に、その市から委託を受けた事業

者が、その対象者の情報を事前に登録している協力事業者あるいは協力サポーターという方へメール

で一斉配信して、早期発見早期保護につなげるという取り組みになります。

現在ですと、行方不明になると、市の重要なお知らせメールということで、ホームページ上でそう

いったところがあるんですけれども、そこに流して、そこから今いる協力サポーターの方に、約 6,00

0 名ぐらいいるんですけれども、そこに配信するようにはなっているんですが、これをもう少しより

スピーディーな早期発見早期保護につなげたいということで、事業者と委託契約を行って、その専門

に行っている事業者を活用してこういった「見守りメール配信システム」を導入していきたいなとい

うふうに考えておりまして、こちらのほうは、先ほど事業課のほうから予算の説明がありましたけれ

ども、全く一緒で、新規での事業になりますので、市長が変わる関係というのもございまして、当初

は新規事業は少し先に見送るような形になっておりますので、年度当初からはスタートできないんで

すけれども、また内容についても、今後いろいろ事業者さんとか、あとは庁内の関係課、例えば防犯

課とか、そういった関係機関ともいろいろ調整を図っていく必要がありますので、それらを行って、

またその予算も補正予算で組んでいければいいというふうには考えておりまして、またこちらについ

ては詳細が決まりましたら皆さんのほうに順次お伝えしてまいりたいと考えております。

サブリーダー：ありがとうございました。

出ている議題は、これで終わりになりますけれどもよろしいでしょうか。

２年間、あっという間に本当に終わってしまいまして、あまりまとまりがなくて申しわけないんで

すけれども、最後ちょっと一つだけ。

ずっともう、私ども 10年やったものですから、ここではお会いすることはないと思うんですけれど

も、私が前にもお願いしたことがあって、本人部会ってあるんですよね。できたら僕は、こういう部

会に、まあ視覚障がいの方、いらっしゃいますけれども、やっぱり本人が出られるような形になった

らいいなと思うんですね。障害者権利条約批准して、私たちのいないところで私たちを決めないでく

れと言っている根本があるんですから、将来本当にそうなってくれればいいなと思います。

どうも２年間、ありがとうございました。



平成 29 年２月 23 日（木）

午後１時 30 分～３時 30 分

健康センター第 1会議室

浦安市自立支援協議会地域生活支援部会（平成 28 年度第４回）次第

１．開会

２．議題

（１）「障がい福祉に関するアンケート」結果中間報告

（２）地域生活支援拠点について

（３）平成 29 年度及び 30 年度地域生活支援部会の方向性について

（４）その他

３．閉会
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障がい福祉に関するアンケート調査の概要

１ 調査の目的

「浦安市障がい者福祉計画（平成 30 年度～32年度）」の策定にあたり、障がいのある方の福祉

に関する施策の推進や自立と地域生活の支援を計画的に実施するための基礎資料として、障がい

のある方の生活の状況やご意見、お考えをうかがうことを目的に調査を実施したものです。

２ 調査対象

浦安市に住所のある身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳所持者、難病等の診

断を受けている方、その他福祉サービス利用の認定を受けている方

３ 調査期間

平成 28年 10 月 1 日から平成 28年 10 月 28 日

４ 調査方法

郵送による配布・回収

５ 回収状況

配 布 数 回収数 回収率

身 体 2,898 通 1,465 通 50.6％

知 的 593 通 299 通 50.4％

精 神 725 通 307 通 42.3％

難 病 758 通 309 通 40.8％

その他福祉サービス受給者 189 通 79 通 41.8％

合 計 5,163 通 2,459 通 47.6％

議題１資料



東野地区複合福祉施設の
整備に関する説明会

平成28年12月17日

浦安市 社会福祉課

障がい事業課

こども課

議題２資料（１）



東野複合福祉施設の整備目的

既存施設の老朽化及び狭隘化等に対応しなければ
ならない。

障害者総合支援法などの法制度の改正に伴う新た
な機能を導入しつつ、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」の整備が必要となっている。（国の指針で
は各地域に平成29年度末までに整備）

特別支援学校卒業生の受け入れ先である通所施設
の整備が必要となっている。

こどもが利用する宿泊を伴うショートステイや日
帰りのトワイライトステイの機能を有した子育て
短期支援事業所の整備が急務になっている。
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東野地区複合福祉施設の概要（予定）

１．計画施設名：浦安市東野地区複合福祉施設

２．主 用 途：福祉施設

３．場 所：浦安市東野一丁目８番

４．事業エリア：約12,000㎡

５．延 床 面 積：概ね5,500㎡程度

６．構造・規模：鉄筋コンクリート造

２棟

４階建（通所施設）３階建（居住施設）

７．開 所 日：平成31年4月

3
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施設名（事業名） 利用定員

社会福祉協議会【既存】

地域福祉センター【既存】

地域生活
支援拠点
【新規】

共同生活援助（グループホーム） １８人

短期入所（ショートステイ） ６人

緊急時支援事業（身体・知的）

生活介護事業【新規】 ２０人

身体障がい者福祉センター【既存】 ３５人

ソーシャルサポートセンター【既存】 ３０人

子育て短期支援事業【新設】（ｼｮｰﾄｽﾃｲ・ﾄﾜｲﾗｲﾄｽﾃｲ） １０人

防災備品庫

施設名及び利用定員（予定）



(1) 社会福祉協議会【既存】

・社会福祉を目的とする事業の企画

・社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助

・共同募金事業

・成年後見・生活センター事業

・生活福祉資金貸付事業

・高齢者及び重度障害者居室等増改築・改造資金貸付

事業

・福祉車両貸出し事業

・放課後児童健全育成事業

・ボランティアセンター

・ファミリー・サポート・センター事業 等 5

各施設の事業内容（予定）



(2) 地域福祉センター【既存】

・地域福祉関係団体等へ地域福祉センターの会議室の

貸出し

・地域福祉情報の提供

＜予定＞

（20人×10部屋、可動間仕切り100人利用可、和室）

(3) 防災備品庫

福祉避難所として防災備蓄庫を設置する。

6
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(4) 地域生活支援拠点（開設時間24時間365日）【新設】

①共同生活援助（グループホーム）

障がいのある方に対し、夜間や休日、共同生活を

行う住居で、相談や日常生活上の援助を行う。

（利用定員：18名）

②短期入所（ショートステイ）

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、

夜間も含め施設内で、入浴、排せつ、食事の介護

を行う。

（利用定員：６名）
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③緊急時支援事業

＜身体障がい者緊急時支援事業＞

身体に障がいのある方に対し、緊急の通報を受け

た場合に、居宅にヘルパーを派遣し、排せつの介

護等を行う。

＜知的障がい者緊急時支援事業＞

知的に障がいのある方に対し、緊急の通報を受け

た場合に、居宅に支援員を派遣し、見守り及び関

係機関との連携を図る。



(5) 生活介護事業【新設】

障がいのある方に対し、昼間、入浴、排せつ、食事の

介護を行うとともに、創作活動または生産活動の機会

を提供する。

（（予定）利用定員：20名開設時間：月～金曜日 9時～16時）

(6) 身体障がい者福祉センター【既存】

身体に障がいのある方に対し、創作的活動又は生産活

動の機会の提供、社会との交流の促進その他身体障が

い者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために

必要な支援を行う。

（利用定員：35名 開設時間：月～土曜日 9時～17時）
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(7) ソーシャルサポートセンター【既存】

精神に障がいのある方に対し、創作的活動又は生産活動の

機会の提供、社会との交流の促進その他精神障がいのある

方等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な

支援を行う。

（利用定員：30名 開設時間：月～金曜日 9時～16時）

10
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(8) 子育て短期支援事業【新設】
お子さんを育てている家庭の保護者の方が、疾病そ
の他の理由により、家庭においてお子さんの養育が
困難になった場合等に、そのお子さんを一時的にお
預かりする。

＜ショートステイ＞（宿泊預かり）
利用定員：最大3名（6泊7日以内の利用まで）
開設時間：24時間365日

＜トワイライトステイ＞（日帰り預かり）
利用定員：最大７名
開設時間：夜間（月～金曜日 18時～22時）、

休日（土曜日、日曜日及び国民の祝日 8時
～18時のうち8時間）
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施設名（事業名） 運営事業者名

社会福祉協議会【既存】
（福）社会福祉協議会

地域福祉センター【既存】

地域生活
支援拠点
【新規】

共同生活援助（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）

（福）佑啓会

短期入所（ｼｮｰﾄｽﾃｲ）

緊急時支援事業

生活介護事業【新規】

子育て短期支援事業【新規】
（ｼｮｰﾄｽﾃｲ・ﾄﾜｲﾗｲﾄｽﾃｲ）

身体障がい者福祉センター【既存】 （福）ﾊﾟｰｿﾅﾙｱｼｽﾀﾝｽとも

ソーシャルサポートセンター【既存】 （福）サンワーク

各施設の運営事業者
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（地域生活支援拠点の運営事業者）

住 所：千葉県市原市今富１１１０－１番

法 人 名 ：社会福祉法人 佑啓会

代表者名：理事長 里見 吉英

（東野地区複合福祉施設の設計事業者）

住 所：東京都港区元赤坂一丁目５番17号

法 人 名 ：株式会社 松田平田設計

代表者名：代表取締役 中園 正樹

地域生活支援拠点の運営事業者及び
東野地区複合福祉施設設計事業者
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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

説明会

設計

説明会

29
年
度

設計
説明会

建設
工事

30
年
度

建設
工事

31
年
度

開所

※説明会については、今後、基本設計後及び工事施工業者決定後を予定

スケジュール（予定）
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議題３資料

平成 29 年度及び 30 年度地域生活支援部会の方向性について

１ 組織

自立支援協議会は、市長より委嘱を受けた委員で構成する。

自立支援協議会は、協議事項を円滑に処理するため、また、当事者からの意見を徴収

するため、５つの部会を置く。

自立支援協議会委員は、いずれかの部会に所属し、部会のリーダー、サブリーダー等

を務める。

２ 合同部会

部会間の情報交換を行い、連携を図るため、合同部会を開催する。

合同部会では、活動報告及び基幹相談支援センター等の活動報告をおこなう。

３ プロジェクト会議

部会のリーダー、サブリーダーは、必要に応じ、個別の地域課題等に対応するための

プロジェクト会議（仮称）を招集する。

４ 開催回数

自立支援協議会 年６回 部会 年４回

合同部会 年２回 プロジェクト会議 適宜

５ 会議と議事録の公開

協議会及び部会の会議と議事録は原則公開とする。ただし，個人情報等に関する事

項を審議するときは，会議の全部又は一部を公開しない。

議事録には自立支援協議会及び部会全て委員名を記載せず、団体名等を記載する。

なお、本人部会については、委員自身の障がいや経験についての意見が中心となる

ため、

非公開とする。

協議会委員については、非常勤特別職であるため、ホームページ等で所属団体と名

前、性別を掲載した名簿を公開する。

自立支援協議会

権利擁護部会 こども部会 相談支援部会 地域生活支援

部会

本人部会
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６ 自立支援協議会及び各部会の目的・主な議題

（１）自立支援協議会

①目的と主な議題

目 的：障がいのある人もない人も共に暮らしやすいまちづくりに関し、関係

機関による定期的な協議を行う。

主な議題：地域課題の整理と対応に関する事項

基幹相談支援センター等の事業についての検証及び評価

（２）権利擁護部会

①目的と主な議題

目 的：障がい者の権利を擁護するためのネットワーク作りと啓発・広報活動

を行う。

主な議題：障がい者の権利擁護に係る啓発・広報に関する事項

障がい者虐待防止に関する事項

成年後見制度の普及に関する事項

障がいを理由とする差別の解消に関する事項

（３）こども部会

①目的と主な議題

目 的：生まれてから 18 歳になるまでのこどもへの支援を協議し、ライフステ

ージに合わせた必要な支援と関係機関のスムーズな連携を図る。

主な議題：教育と福祉の連携に関する事項

相談体制の充実に関する事項

（４）相談支援部会

①目的とおもな議題

目 的：相談事例の検討や課題の解決について協議し、相談支援事業の充実と

相談支援事業所の連携を図る。

主な議題：サービス等利用計画等の質の向上に関する事項

相談支援事業の充実に関する事項

（５）地域生活支援部会

①目的と主な議題

目 的：障がい者の就労・住居等地域生活全般に係る諸問題の解決に向けて協

議を行うとともに障がい福祉サービス事業の充実を図る。

主な議題：障がい者の就労に関する事項

障がい者の住まい・地域定着に関する事項

障がい者の地域でのくらし全般に関する事項
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（６）本人部会

①目的と主な議題

目 的：当事者間の情報交換を行い、相互理解を図るとともに、地域課題を提

案する。

主な議題：情報交換に関する事項

地域課題の提案に関する事項

（７）合同部会

①目的と主な議題

目 的：部会間の情報交換を行い、連携を図る。

主な議題：各部会の活動報告

基幹相談支援センターの実績報告

７ （参考）平成 27・28 年度の議題

主な課題 議題案

障がい者の就労に関する事項

○就労支援センターの実績の報告

○浦安福祉事業体の活動報告

○障がい者就労支援施設等からの物品等調達

実績の報告

障がい者の住まい・地域定着に関する

事項

○住まいと生活についてのアンケート調査の

実施について

○地域生活支援拠点について

障がい者の地域でのくらし全般に関

する事項

○人材（ヘルパー）不足と処遇の改善につい

て

○障がい福祉事業者住宅確保支援事業補助金

について

○重度障がい者支援事業所運営費補助金の成

果について

○基幹相談支援センターの機能

○障害者差別解消法施行に向けた取り組み

○「障がい者福祉計画」について



議題４資料

障がい者（児）の方などを対象とした見守り体制について

■「はいかい探知機の賃借料等の助成制度」の導入について

①事業内容

「はいかい探知機」は、行動障がいのある知的障がい者（児）の方などを対象に、位置情報

専用探知機（ＧＰＳ機能端末）を身に着けておくことで、行方不明となり自宅に戻れなくなっ

た際、端末からの電波をキャッチし、本人の居場所を知らせるシステムです。

この事業では、システム利用に関する探知機賃借料等の一部を助成します。

②対象者

市内在住の行動障がいのある知的障がい者（児）の方や、高次脳機能障がい、見当識障がい

などをお持ちの方を、自宅で介護されている方。

③費用（自己負担額）

1,080円／月

④開始時期

平成29年度（予定）

■「見守りメール配信システム」の導入について

市では、平成29年度に「見守りメール配信システム」の導入について検討しており、高齢者に加

えて障がい者・障がい児も対象にできないか検討しています（現在は、高齢者等の行方不明者が出

た場合、市からのお知らせメールを約6,000人に配信しています）。

①事業内容

「見守りメール配信システム」は、事前に登録した行動障がいのある知的障がい者（児）の

方などが行方不明となった際に、市から委託を受けた事業者が、その対象者の情報を事前に登

録している協力事業者や協力サポーターへメールで一斉配信し、早期発見早期保護につなげる

取り組みです（24時間 365日）。

個人情報保護のため、配信する対象者の情報を制限できるよう、検討しています。

②対象者

市内在住の行動障がいのある知的障がい者（児）の方や、高次脳機能障がい、見当識障がいな

どをお持ちの方

③費用

無料

④開始時期

平成29年度（予定）
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