
平成28年度第４回浦安市自立支援協議会 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11月24日（木） 13：30～15:30

２．開催場所 本庁舎 ４階会議室 S２・３

３．出席団体名

明海大学（会長）、和洋女子大学、浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ、浦安市聴覚障害者協会、

浦安手をつなぐ親の会、株式会社オリエンタルランド、ＮＰＯ法人発達わんぱく会、

ＮＰＯ法人フレンズ、社会福祉法人敬心福祉会、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、介護給付費等の支給に関する審査会、

千葉県市川特別支援学校、健康福祉部（部長）、健康福祉部（次長）、こども発達センター、

教育研究センター

４．議題

（１）部会活動報告

（２）「障がい者福祉計画」進捗状況の報告について

（３）合同部会について

（４）市の事業報告

（５）その他（一部個人情報を扱うため非公開）

５．資料

議題１資料（１） 部会活動報告

議題１資料（２） 浦安市障がい福祉事業者住宅確保支援事業補助金（仮称）

議題２資料 「障がい者福祉計画」進捗状況の報告について

議題３資料 合同部会について

議題４資料（１） 市の事業報告

議題４資料（２） 東野地区複合福祉施設整備計画案

議題４資料（３） はいかい探知機
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６．議事

事務局：それでは、定刻となりました。本日は、皆様このようなお足元の悪い中をお集まりいただきまして、

ありがとうございます。

ただいまより、平成28年度第４回浦安市自立支援協議会を開催します。

本日は、会議を開催する前に、会議の進め方について確認させていただきます。

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。特に個人情報に

係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。

なお、議事録には発言者が所属する団体名を記載いたしますので、ご了承のほどよろしくお願いいた

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、会長の「○○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。

当協議会におきましては、聴覚障がいのある方、視覚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。進行が速いようでしたら、恐れ入

りますが手話通訳の方より挙手をお願いいたします。

それでは、今後の進行につきましては下田会長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。

会長：それでは、委員の皆様、こんにちは。

きょうは大変寒い日となりました。積もってはいないんですけれども、非常に冷たい雪が降り続いて

おりますが、せめてこの委員会の場は温かく熱く議論をしていければと思っておりますので、よろしく

お願いいたします。

それでは、座って議事の進行を務めさせていただきます。

本日は、お手元にございます議事次第あるいは事前にお届けしたと思いますけれども議事次第がござ

いまして、５つの議題がございます。１つは部会活動報告、２つ目は「障がい者福祉計画」の進捗状況

の報告について、３番目が合同部会について、４番目が市の事業報告、そしてその他でございますが、

これにつきましては一部個人情報を扱う関係で非公開といたしますが、その他の事項がございます。

それでは、最初に部会活動報告ということで、それぞれのリーダー及びサブリーダーにご報告をお願

いしたいと思います。

まずは、地域生活支援部会報告ということで、社会福祉法人敬心福祉会お願いいたします。

社会福祉法人敬心福祉会：敬心福祉会です。よろしくお願いいたします。

地域生活支援部会は、第３回を10月13日に行いました。

内容としては、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。

概要としては、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。その結果、医療的ケアを行えるヘルパーや、緊急や夜間などのサービスの提供の確保のため、

「障がい者等喀痰吸引等研修費等補助金」や「重度障がい者支援事業所運営費補助金」の交付、また
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「身体障がい者、知的障がい者緊急時支援事業」の制度を創設しました。

当該補助金については、障がい福祉サービス事業所従事者の人材不足の解消と離職防止を目的に、従

業員に住宅手当を支給する事業所に対し補助金を交付することを検討しました。これについては、後ほ

ど別紙資料を参照して事業課のほうからの説明をしていただくことなります。

主な意見としては、「法人の決算状況を考慮してはどうか」「妻帯者は対象外か（対象になるが、同

居人が他の住宅手当を受給していた場合対象外。賃貸住宅の契約名義人を想定している）」「人材不足

について日ごろから悩んでいるので、この補助金でいい人材が確保できるといいと思う」などがありま

した。

議題２としては、「障がい者福祉計画」の進捗状況の報告について。

概要として、地域生活支援部会にかかわりのある施策の方向性の「２．福祉・生活支援の充実」の中

から「在宅福祉サービスの充実」「日中活動の場の充実」「住まいの場の充実」、施策の方向性「５．

雇用・就労支援の推進」を中心に説明をしました。

主な意見は特にはありませんでした。

次のページに移ります。

議題３として、重度障がい者支援事業所運営費補助金の成果について。

概要、重度障がい者支援事業所運営費補助金は、重度障がい者の福祉の増進のため、障がい支援区分

４以上の重度障がい者を支援する訓練等給付事業または短期入所、グループホームを運営する障がい福

祉サービス事業所の運営費の補助を行っています。補助金創設から２年を経過し、この補助金を活用し

た環境の整備や人員配置等のサービスの充実の成果について、27年度の交付対象事業者より報告があり

ました。交付対象事業者は５法人。

主な意見は、ＮＰＯ法人カプアに質問がありまして、職員の定着率がよかったというのは常勤か非常

勤かというものでした。それには、常勤職のみとお答えがありました。

以上です。

会長：どうもありがとうございました。

この後、本人部会にいくんですが、その前に、資料が添付されております。議題１の資料２という、

これについて事務局のほうからご説明をお願いいたします。

事務局：添付の議題１資料（２）という資料をごらんください。

先ほど部会活動報告にもありましたが、来年度４月から新しい補助金の新設を考えていまして、その

名前が今少し変わっておりまして、「浦安市障がい福祉サービス事業等従事者人材確保住宅費補助金」

という名前で検討を進めていますが、今後また変わっていく可能性はありますが、この名前で今検討を

進めています。

事業の目的ですが、先ほどもありましたが、ヘルパーの人材不足の解消と離職の防止を目的としまし

て、職員に対して住宅手当を支給している事業者にその分の補助金を交付するというものになっており

ます。

補助の要件というところをごらんいただきまして、まず、補助対象の障がい福祉事業者なんですけれ
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ども、市内の法人であって市内の事業所であること、２つ目に、障害者総合支援法に規定されています

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つ目が、今現在住宅手当を支給している事業所につきましては、さらにこの補助金を利用して上乗せ

した場合が対象になり、今現在住宅手当を支給していない事業所でも、この補助金を利用して新たに住

宅手当を支給する場合は対象になります。ただ、今現在支給している事業所さんの中には、１万5,000

円以上を支給している事業所さんもありましたので、そういった場合には１万5,000円を超える分に対

しまして補助金を支給するというところも検討しております。市の指定管理や委託事業のほうは対象外

とさせていただいております。

また、今の３つを満たして、さらに次の４つのうち２つ以上満たす事業所ということで今検討してい

まして、１つ目が、夜間・早朝、土日祝日にサービスを提供している事業所、または障がい支援区分が

区分４以上の者にサービスを提供している事業所、３つ目が、災害時における福祉避難所の設置運営に

関する協定を市と締結している事業所、最後に、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、この中から２つ以上を満たす事業所を想定しております。

これは、今までの地域生活支援部会などで不足していると言われていましたサービスを提供している

事業所に補助をしようという考えから、このような要件を考えているんですが、これに関しましても皆

様から意見をいただければと思っております。

補助対象となる職員の方ですが、ご自身の名義で契約している市内の賃貸住宅に住んでいて、そこに

住民票を置いている職員であること、また、同居人がいる場合はその方が別のところから住宅手当を支

給されていないということが要件になります。

２つ目は、常勤の職員で直接支援に当たっている方で、管理職や事務職の方は対象外ということを考

えております。

補助の金額につきましては、職員１人当たり月額１万5,000円を上限として、１事業所当たり10名ま

でを想定しています。

こちらからは以上になります。

会長：ありがとうございました。

それでは、まず、地域生活支援部会報告並びに今事務局からございました補助金の説明につきまして、

何かご質問。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：大変いい制度を導入されることになるんですが、ヘルパーさんの中で

浦安以外からも通っておられる方いますけれども、そういう方にもこれ対象になるんですね、事業所に

補助金について。

会長：事務局のほうからお答えいたします。

事務局：今現在検討しているのは、市内に居住されている方を検討しています。

会長：よろしいでしょうか、一応市内に居住しているということを条件としているということでございます。

ほかございますでしょうか。

浦安手をつなぐ親の会：ここに書いてあります障害者支援区分が４以上の者って、今の事業所とかそういうと
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ころに何人ぐらいいるんでしょうか。

事務局：後ほどお答えさせていただきます。

浦安手をつなぐ親の会：何かグループホームでも、聞いたところによると１人しかいないと聞いたんですね、

４以上の区分の人は。ですから、事業所で割と程度が軽いので、４以上の方、何人ぐらいいるのかなと

思って、ちょっと聞きました。

会長：それにつきましては、後ほど正確な数を調べて事務局よりご報告をお願いいたします。

ほかございますでしょうか。

介護給付費等の支給に関する審査会：賃貸住宅、市内に限るって先ほどのご回答されたんですけれども、市内

に限るとした理由が何なのかをお伺いしたいなと思いますけれども。

事務局：法人を市内に限るとした理由ということで……

介護給付費等の支給に関する審査会：いえ、ここの補助対象の職員というところで、市内の賃貸住宅を借りて

いる方だけという形で先ほども回答されたと思うんですけれども、そうされた理由をちょっとお伺いし

たいなと思いました。

事務局：やはり何かあったとき、支援区分４以上の方ですとか、災害協定を結んでいる事業所さん、そういう

ような要件を出させていただいているんですが、緊急時ですとか、そういった場合にすぐ駆けつけてく

れるようなヘルパーさんが不足しているというか、やはり必要なのではないかという意見も出ていまし

たので、市内に住んでいただくということを促進するためといいますか、そういうことで限らせていた

だいております。

介護給付費等の支給に関する審査会：わかりました。ありがとうございます。

会長：ありがとうございました。

ほかございますでしょうか。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：今、ヘルパーさんというふうに事務局の方がお答えいただいて

いましたけれども、ヘルパーだけじゃないんですよね。これ、ヘルパーさんだけの対象なんですか。

事務局：ヘルパーさんヘルパーさんと言ってしまったんですが、相談員さんなど直接支援に当たっているよう

な方を対象にしております。ただ、事務職というか、本当に事務のことだけをしているですとか、そう

いった方は除かせていただこうと考えております。

介護給付費等の支給に関する審査会：支援員の方でしたら、通所施設で特に資格がなくても直接支援をしてい

ればよいという理解でよろしいんですか。

事務局：はい、そのとおりです。

介護給付費等の支給に関する審査会：ありがとうございます。

会長：ありがとうございました。

ほかございますか。

では、また立ち戻っていただいても結構でございますので、先に進めさせていただきます。

では次に、本人部会の報告ということで、お願いします。

事務局：本人部会の活動報告をさせていただきます。
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資料２ページ目でございますが、本人部会は、第２回を10月20日木曜日に開催いたしました。

議題としましては、議題１で、自立支援協議会及び各部会の活動報告ということで、９月に開催しまし

た合同部会で報告した協議会及び活動報告等について概要を説明させていただきました。

こちらについて、主な意見でございますが、まず、質問として、東野地区複合施設と野菜工場につい

てどのような経過で決定したのかということでご質問がありましたので、事務局からは、両事業とも障

がい者団体や自立支援協議会などで意見を聞きながら整備を進めていきますということで答えさせてい

ただきました。

その他の意見で、２番目、運営事業者への貸借期間を設定してほしい、３番目、障がい者側も発言で

きるように勉強していかないといけないといったご意見がございました。

続きまして、議題の２としまして、「障がい者福祉計画」の進捗状況の報告をいたしました。

こちらについては、本人部会でいただいた意見をもとに、重点的取り組みとした施策の方向性「福

祉・生活支援の充実」「住まいの場の充実」「生活環境の整備」「安心・安全に暮らせるまちづくりの

推進」「自立と社会参加の促進」「差別の解消と合理的配慮の推進」を抜粋して説明させていただきま

した。

こちらについて、３ページにいきますが、主な意見としまして、障がい者福祉計画の委員として、よ

り多くの障がい種別・難病など、当事者の意見を聞くように検討してほしい。

また、ご質問としまして、その中で救急医療情報キットについてどういうものですかというご質問が

ありました。こちらについては、救急時に救急隊員などが迅速かつ適切な救命活動ができるように、緊

急連絡先やかかりつけ医などの医療情報、健康保険証や診察券の写しなどを専用の容器に入れ、自宅の

冷蔵庫に保管することで、万一の場合に備えることを目的としたキットですということでご説明させて

いただきました。

議題の３番目としましては、自立支援協議会及び各部会の活動への提案ということを議題としました。

概要としましては、義務教育終了後の支援について、委員の皆さん一人一人から、学校卒業後の生活

や体験について困ったことやよかったことなどについてご意見を伺いました。

初めに、主な意見としまして、自分が学校を卒業したころは、身体障がい者の作業所がなかったので、

親の送迎を条件に知的障がい者の作業所に通ったと。当時はそういった事業所の選択権がなかった。

２つ目のご意見としては、もうちょっとここがよくならないかという点はたくさんあるものの、現在

の就労については満足している。今後、市役所と連携をとってやっていきたい。

３つ目ですが、ひとり暮らしをしているが、ヘルパーさんの確保が難しい。

４つ目ですが、現在就労していないが、就労の際の移動支援などの援助が確立されれば、障がい者も

就労できると思うので検討してほしい。

５つ目ですが、障がい者手帳の取得ができることや、障害年金の申請ができることなど市役所が啓発

してくれないというご意見です。

６つ目、最後なんですが、資料の訂正がございまして、「知的障がいは」というところが「精神障が

いは」ということで改めさせていただきます。精神障がいは医学的にも治らないのに、２年ごとに手帳
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を書きかえなければならないのはおかしいといったご意見がありました。

そのほかに、ここには記載されてはおりませんが、自立支援協議会に関して次のようなご意見をいた

だいております。

１つ目が、本人部会として非公開で行うというではなく、他の部会と同じように公開して行ってほし

い。また、この協議会について、もっと広く広報・啓発してほしい、こういったご意見をいただきまし

た。

事務局からの説明は以上となります。

会長：ありがとうございました。

事務局からご説明ございましたが、何か質問とかご意見ございますでしょうか。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：先ほどの地域生活支援部会と、今ご説明いただいた本人部会と

両方関連することなんですけれども、よろしいですか。

会長：はい。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：ずっと長年同じことを言っているので、なかなか難しいんだな

ということはわかるんですけれども、本人部会のところの主な意見のところに、ひとり暮らしをしてい

るが、ヘルパーの確保が難しいという意見があります。それを踏まえてということもありますし、現実、

うちの法人でも現在キャンセル待ちでお受けできないというような利用者さんはいらっしゃるんですけ

れども、あと、人手不足であるとか、時間外というか土日働いてくれるヘルパーさんが少ないとかとい

う問題は切実な問題であることと、それから、医療的なケアはさらにハードルが高いということが大き

な課題として認識されています。

地域生活支援部会の方にご質問なんですけれども、今ここに書かれていることは、全部住宅も含めて

それから重度障害の人への加算とかも含めて訓練等給付、要するにヘルパー以外の人たちへの給付はあ

るんですけれども、ヘルパーじゃないものが多くて、住まいのところはヘルパーも入りましたけれども、

それ以外の給付への上乗せ、重い障害への上乗せですとか、そういうことですね。それは訓練等給付に

はあるけれども、ヘルパーにはないという状況になっています。でも、ヘルパーの人手が不足している

こととヘルパーの確保が難しいと言っている本人さんからの申し出、それが何に関係してくるかという

と、全部住まい方がグループホームでいいのかとかいう問題、例えばひとり暮らしをしたいとか家族と

暮らし続けたいとかという問題と、ヘルパーの問題ってすごく地味でわかりづらいところなんですけれ

ども、実はとても大事で、浦安市内の中でＡＬＳの方で、例えば指定難病の方でひとり暮らしをしてい

る数とかがどれくらいかという把握を当然皆さんされているのかもしれませんけれども、とても浦安市

の場合は少ないんですね。なので、声としてはとても小さいんですけれども、実際に毎日毎日、この人

が一人やめちゃったら自立生活はうまくいかないなとか、医療的なケアを事業所としてはしてもらいた

いんだけれども、ヘルパーはなかなか、半年、１年かけてやっと育つなとかという苦労が実際あるんで

す。

何回かこの自立支援協議会でも発言させていただきましたけれども、訓練等給付に上乗せがあるけれ

ども、ヘルパーには上乗せがないという理由をどこまでちゃんと議論していただけているのかなという



77

のは、ちょっと教えていただきたいですし、そこら辺の議論がどうなっているのかというのを、どこも

人材不足だということは以前にも伺いました。だから別に、それを全く全然否定していませんし、私た

ちどもの法人も通所施設もやっておりますので、そんなところが難しいということも重々承知しており

ます。ですので、同じレベルで考えていただけないきっと何かがあるんだなというのは思うので、その

議論の内容を全部教えていただきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。

会長：まず、地域生活支援部会への質問ということで社会福祉法人敬心福祉会から、ヘルパー不足についての

議論というところを委員のほうから。

ちょっと事務局のほうに、先にご回答というか、いただきたいと思います。

事務局：地域生活支援部会の委員さんがここに全員いるわけではないので、このご意見を地域生活支援部会の

ほうにもきちんと伝えていきたいと思いますが、まず、ヘルパー不足のことも重要と考えていますので、

今回創設する補助金については、先ほど逆にヘルパーしかいないような説明に聞こえてしまったという

ことなんですけれども、ヘルパーに対しても対策を立てようということで考えた補助金になっています。

あと、報酬の仕組みが通所事業所とヘルパーのところでは違うというところが一つあるのかなと思っ

ているんですけれども、通所施設ですと、国の報酬の中で職員の対数が決まっています。重い人に対し

ても軽い人に対しても、例えば10人で１人だとかというような、その対数の中で支援できる限界という

のが、やはり国の報酬の仕組み、重度の人が難しいと言われるところがあるのかなというふうに考えて

おりまして、職員を手厚く、対数を指定管理施設のように一人の方に対して場合によっては１対１だと

か手厚くしてほしい、環境面を指定管理施設のように整えてほしい、広いスペースをつくってほしいと

いうようなことで、重度事業所の通所支援施設も補助のほうは創設しております。

例えば、ヘルパーのサービスですけれども、中には入浴介助等で２人必要な支援については２人の決

定といったこともしておりますので、職員の対数というところは通所施設の問題なのかなというふうに

考えておりまして、少し報酬の仕組みが違うので、通所施設とそれぞれ別に手だてを考えているという

ところはあると思います。ただ、ご意見としては、きちんと部会のほうにお伝えしたいと思います。

会長：社会福祉法人パーソナル・アシスタンスともさん、お願いいたします。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：ご回答ありがとうございます。つまり、対数というところは、

サービスの質の問題であり、ゼロか100かということではなく、通所の場合は、例えば人が少なくて十

分な支援ができないかもしれない、手厚くできないかもしれないから手厚くする、そのための報酬の上

乗せであるということは理解しました。

１つ、これはやってほしいとかやってほしくないではなく、皆さんと共通認識するに当たって大事だ

なと私が思っているのは、ヘルパーの場合、先ほどひとり暮らしのヘルパーで厳しいってご本人さんお

っしゃっていますけれども、ヘルパーは行かなければゼロなんですね。つまり、その時間支援が必要で

ある人が、一人も行かないということは、いきなり生活が立ち行かなくなるというものであって、サー

ビスの質への要するに手厚さということではなく、生活が立ち行かなくなる危うさに対してヘルパーと

いうことはとても重要であるということを共通認識していただきたいなというのが、私の、サービス提

供事業所としてもそう思いますし、利用者さんとしての意見としてもとても痛切に感じているところな
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んですね。なので、去年からですか、医療的なケアの研修を受ける補助制度とかいただいて本当に助か

っていますけれども、国レベルの話なのかもしれません。医療的なケアの人たちが同じヘルパーの報酬

でやっていくので、みんなそのハードルが高くないのかというのは、国とかに伝えていくことなのかも

しれませんけれども、一方で、医療的なケアがなかったとしても、ゼロ・100の話という、本当に危機

感の高い仕事であるということだけはご理解いただければなというふうに思います。

会長：ありがとうございました。

これはご意見として地域生活支援部会のほうにご報告いただいて、場合によってはご審議いただくと

いうか、協議いただくということになると思います。

事務局のほうからお願いします。

事務局：浦安手をつなぐ親の会から出ました質問に関してご返答させていただきます。

まず、区分４以上で平成28年８月末の人数なんですが、217人となっております。うち、指定管理施設

にご利用されている方が58人、また、民間事業所をご利用されている方が28人となっております。

私のほうからは以上です。

会長：浦安手をつなぐ親の会さん、報告を受けました。よろしいでしょうか。

それでは、先ほどの浦安手をつなぐ親の会からの質問に対する回答ということでございます。

そのほか何かございますでしょうか。

社会福祉法人サンワーク：議題３の主な意見のところをちょっと拝見すると、何かこう、もっと応えてあげら

れることがあるんじゃないかなと思って、このご意見を聞いた後、例えば、ケアマネさんがつくとか、

何かするとできそうなこともあるので、やれたらいいかなと思ったのと、それから、本人部会のみじゃ

なく、他の部会にも入ってというような意見の中で、傍聴にいらっしゃるとかいった場合によっては、

本当にご本人さんたちが部会に入ってもいいのかなと思うので、そのあたりを今後検討されたらいいの

かなと。意見というか、そう思いました。

会長：ありがとうございました。この点については、今後検討をさらにこの意見を踏まえてしていきたいと考

えております。

あと、どう応えていけるかということについても、改めてまたいろいろと自立支援協議会としての考

え方というのをこれから議論していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

ほかございますでしょうか。

では、次の報告のほうに進まさせていただきまして、次はこども部会でございまして、リーダーのほ

うからお願いいたします。

教育研究センター：よろしくお願いします。

資料３ページの後半からになります。

第３回のこども部会ですが、11月８日の火曜日に開催しました。

議題の１つ目として、「障がい者福祉計画」の進捗状況の報告についてでした。

概要としましては、こども部会にかかわりのる施策の方向性の「４．子どもへの支援の充実」につい

て事務局より説明がありました。
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委員の方からは、「まなびサポート事業」につきまして、本人及び保護者の希望を尊重しながら、子

どもにとってよりよい進路選択ができるというふうになっておりますので、進み先の特別支援学級でも

通常の学級でも、一人一人に合わせた支援を行ってほしいというご意見がありました。

資料の４ページになります。

議題の２はサポートファイルの活用についてで、事務局より説明がありました。

概要としましては、サポートファイルにつきまして、サービス利用更新の利用者への通知にサポート

ファイル案内の同封を開始したこと、障がい児福祉サービス合同説明会の際にサポートファイルのＰＲ

をしたことが報告されました。また、サポートファイルに追加する役立つ情報としまして、大人になっ

てからの支援制度である成年後見制度や年金の情報、災害対策の情報について委員の方からご意見を伺

いました。

委員の方からは、障害年金を請求する際に初診日を証明することか必要になるが、当時の診断書の写

しや検査の写しが重要とありますが、年金請求の際にどの程度有効なのか明確に示してほしいですとか、

窓口は市役所の年金担当課に行くのか、手続についてもここに入れてほしい。また、福祉避難所につい

て、非常電源が確保されている事業所などの情報もあるとよいなどというご意見をいただいたところで

す。

議題３は、その他としまして事務局より、このたび制度を開始した「おまもりシール事業」と、導入

を検討している「はいかい探知機の賃借料等の助成制度」についての説明がありました。

委員の方からは、「おまもりシール事業」について、40枚１組を１人１回限りだと、申請をする時期

などを考えてしまう。電話番号を変えたときなど、購入できる事業者を教えてもらえるのかというご質

問があり、事務局からは、対象や配布回数などは必要に応じて対応していく。また、電話番号の変更な

どは変更届として対応するとの回答がありました。

また、「おまもりシール事業」につきまして、シールですと個人情報の流出やいたずらされたりする

こともあり得るので、ＱＲコードなどについても今後検討してほしいというご意見がありました。

以上で、こども部会の報告を終わります。

会長：ありがとうございました。

それでは、ただいまの説明に関しまして、何かご質問やご意見ありますでしょうか。

よろしいでしょうか。

それでは、今、各部会から活動報告ということでいただきました。

ただいまのこれに対しまして出たご意見や提案につきましては、各部会に持ち帰っていただきまして

検討の材料としていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

では次に、議題２のほうに移らせていただきますが、ほかにないでしょうか、よろしいでしょうか。

それでは次に、議題２ということで、「障がい者福祉計画」の進捗状況の報告ということでいただき

たいと思います。

事務局：私からは、議題２の説明をいたします。

資料送付の通知のほうに、前回の資料をお持ちくださいということでお願いしたんですけれども、も
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しお持ちでない方がいらっしゃいましたら挙手をいただければと思うんですが、大丈夫でしょうか。

そうしましたら、計画の進捗状況について、前回の続きということでお話しさせていただきます。

前回の資料の８ページの５番、雇用・就労支援の推進からになります。

今回、参考までに、施策の体系というところも印刷して机の上に置かせていただきましたので、もしよ

ろしければ参考にしてください。

時間の都合上、全ての事業については説明しないので、後日資料をお読みになって、何か質問があれ

ば事務局までご連絡いただきたいと思います。

それでは、８ページの雇用・就労支援の推進。

（１）番、障害者雇用の推進と就労支援体制の充実ということで、まず一番初めのワークステーショ

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

用しておりまして、庁内の封入作業とか印刷作業とか、あと総務課に届いた郵便物を各課にお届けした

りとか、そういった業務を行っております。

続きまして、就労支援センター事業なんですけれども、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。

続きまして、９ページ目に移りたいと思います。

（２）の福祉的就労の促進のところで、上から２番目の「うらやす市ハンドメイドＢＯＯＫ」なんで

すけれども、こちらは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にも掲載させていただいております。

続いて、浦安福祉事業体なんですけれども、市内の障がい福祉サービス事業者が共同で受注・販売を

行うために、平成27年４月に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、新庁舎の食堂や売店の開店に向けて27年度は準備を行ってきました。

続きまして、障がい者就労施設等からの物品等調達推進方針というものなんですけれども、障がい者

就労施設等から物品または役務の調達を推進するために策定しているものでして、調達目標金額などを

設定しております。

続きまして、ちょっと飛ばしまして、10ページ目に移りまして、次の項目で、６番、生活環境の整備

の（２）番、移動・交通手段の整備ということで、下から３番目になりますが、リフト付き大型バス事

業ということで、市では、障がい福祉団体などにリフト付き大型バスの「スマイル号」というものを貸

し出ししておりまして、団体の社会参加促進を図ってきました。

続きまして、11ページに移りまして、（３）番、安心・安全に暮らせるまちづくりの推進ということ

で、災害時要援護者支援事業についてですが、緊急地震速報等受信端末機を貸与していた要援護者に、

情報発信料の助成や災害時要援護者名簿の作成というものを行っています。また、27年度は、「災害時

要援護者用バンダナ」を作成しまして、今年度より配布しております。

続きまして、福祉避難所支援事業補助金なんですけれども、市と災害時における福祉避難所の設置運

営に関する協定という協定を締結していただいた事業所に対して補助金を交付しまして、福祉避難所に

備蓄する物資や機材の購入を進めていただきました。
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続きまして、救急メディカル情報支援事業なんですけれども、障がいのある方や高齢の方に救急メデ

ィカルカードや救急医療情報キットを配布しています。また、具合の悪い方が部位など指さして伝えら

れるようにするために、救急車に大型のカードを搭載しております。

続いて、12ページに移りまして、総合福祉センターでの避難訓練、また、総合防災訓練での要援護者

支援体験及び展示ということですが、健康福祉部各課の職員も参加して、総合福祉センターで視覚障が

いの方や聴覚障がいの方の避難誘導の訓練を行いました。また、９月に行った総合防災訓練では、要援

護者の支援体験と要援護者への支援や福祉避難所の設置状況などについての展示を行いました。こちら

は27年度から始めまして、今年度も行ったところです。

続きまして、７番の自立と社会参加の促進、ちょっと飛ばして（２）番のほうに移りたいと思います。

高齢者・障がい者等における虐待防止協議会というものを開催しまして、関係機関による支援体制の

強化と情報共有などを行いまして、また、虐待防止にかかわる施策や養護者に対する支援施策を協議し

ました。

続いて、障がい者虐待防止実務者会議ということで、健康福祉部を中心に、受理した通報・届け出へ

の支援の方向性の協議を行いました。また、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

止の講演会も行いました。

続きまして、障がい者虐待防止センターなんですけれども、障がい者の虐待防止、虐待の通報・届け

出、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まして、虐待の早期発見・防止に

努めました。

続きまして、13ページに移ります。

上から２番目の障がい者差別解消支援地域協議会についてですが、内閣府のモデル事業として、障が

い者差別解消支援地域協議会のあり方ですとか、差別や合理的配慮に対する相談の窓口、支援体制、県

との連携について協議しました。また、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例、今年度４

月１日から施行したものですが、この条例の制定だったり、市長部局や教育委員会、消防本部向けの対

応要領の策定に向けて協議をしました。

私のほうから、簡単ですが、進捗状況の報告を終わらせていただきます。

会長：ありがとうございました。

それでは、ただいまの説明に対しまして、ご質問やご意見等ございますでしょうか。

次に介護給付費等の支給に関する審査会、お願いいたします。

介護給付費等の支給に関する審査会：９ページのところの福祉的就労の促進の一番上に書いてある、いわゆる

職親委託事業というのも促進という形でのみがありますけれども、職親というのは結構古い制度だと思

うんですね。障がい福祉のいろいろな就労支援とか、そういう部分の制度・サービスがまだ整っていな

いころからあった事業で、私が県の仕事をしているときに、結構これ、職親の家庭の中で預かるという

形で、お仕事を教えるという形でやっていらっしゃっていて、経済的な負担だとか、あるいは、もっと

ひどいときには身体的な虐待というような形での相談が上がっていたことがあったんです、私が５年間

やっている間に、１件だけじゃなくて、あったんですね。だから、今、現状から、浦安市の障がい福祉
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計画の中にこのように書いてありますけれども、今現在、結構今は少なくなっていると思うんですけれ

ども、浦安市の中でこの制度を利用していらっしゃる方が現状いらっしゃるのか。

いらっしゃるとして、私は、促進というのは確かにこの制度にすごく合っている方もいらっしゃるし、

職親の方もすごくいい方もいらっしゃるので、全面的に否定するつもりはないんですけれども、何か職

親制度というのは閉鎖的になっちゃうんですよ、どうしても。外部とのつながりがないものですから、

その辺のところで、何か市として預けているんであるんだったら、そこに何らかのモニタリングなり何

なりの、そういう、ちょっと外からのシステムみたいなのとか連携する何かの形の分がここのところに

逆に入れていただきたい。促進じゃなくて、そういう部分のほうが入れていただきたいなと思っている

んですけれども。

会長：この点について、事務局のほうからお願いします。

事務局：初めに、もう一度、この事業の概要をご説明させていただきます。

こちらについては、知的障がい者の方を一定期間、職親の方に預けて、生活指導及び技能習得訓練等

を行うことによって就職に必要な素地を与えるとともに、雇用の促進と職の定着性を高めるという形の

ものなんですが、今現在の事業の実施状況でございますが、28年度にしましては、他市でございますが、

他市のほうに住み込みで２名の方が職親の委託を行っているという状況になっております。

モニタリングといった、今現在どういう状況での方法ということなんですが、モニタリング等は今現

在は行ってはいないんですが、今後検討して、財源充実とかそういったことについても検討していきた

いと思っております。

以上です。

会長：よろしいでしょうか。

介護給付費等の支給に関する審査会：はい、ありがとうございます。

会長：モニタリングというか、それについては今後検討していくということでございますので、よろしくお含

みおきいただければと思います。

ほかにございますでしょうか。

浦安手をつなぐ親の会さん、お願いいたします。

浦安手をつなぐ親の会：11ページの救急メディカル情報支援事業、高齢者の方や障がいのある方に、メディカ

ルカード、情報キットを配布しましたって書いてありますけれども、この書き方だと全員に配ったとい

うふうにとられてしまうんですが、確かにこれは自分で行って申請するものですよね。それをやっぱり

詳しく書かないと、知らない人も結構いると思うんですね。この間も地震があって、またちょっと、何

となく騒がしくなってきていますので、これをもっと周知徹底していただければ利用者もたくさんある

と思いますので、お願いしたいと思います。

会長：何かお答えありますか。

事務局：資料の記載の仕方について申しわけありませんでした。「希望者に配布しています」ということで訂

正させていただきます。それで、周知も、現在チラシなどで周知はしているところなんですが、防災訓

練とかでも周知はしているところなんですけれども、今後も周知のほう、力を入れていきたいと考えて
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おります。

会長：浦安市視覚障害者の会トパーズクラブさん、お願いいたします。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：今の浦安手をつなぐ親の会のところに対する事務局のご回答ですけれ

ども、チラシとかそういうものではなくて、写真のほうを使ってやっていただいたほうがいいんじゃな

いかと。結構重要な問題だと思いますので、それをお願いします。

会長：今のご意見承って、事務局のほうでは対応していくということでございます。ありがとうございました。

ほか、ございますでしょうか。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスともさん、お願いいたします。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：12ページの虐待の早期発見・防止というところなんですけれど

も、全体にわたって、さっきの金額の問題、数値に落とせること、それから、やった行動がわかること

というものとそうではないものというのが、当然あるにはあると思うんですね。金額の最初の書き方も、

数値とかに落ちていないところが多いので、それを進捗状況を報告するという、とても難しいことです

し、やったことに関してはいろいろな委員会で数値をもってお伝えいただいていると思うんです。

そういう中で、一番最後の虐待防止センターのところなんですけれども、これだけの文章を読むと、

決められた業務をすることが虐待の早期発見・防止に努めたことでありというふうに読めてしまうので、

例えば、虐待防止のためにこれをしたとか、今後、保護を行うとともに、養護者への支援は具体的にこ

んな支援を今は進捗中だ、保護としてしたということが書かれていると、重点業務ではない部分で何か

があったんだと、わかりやすいかなというふうに思いました。よろしくお願いします。

会長：ご意見ですけれども、よろしいでしょうか。

じゃ、お願いいたします。

事務局：社会福祉法人パーソナル・アシスタンスともさん、ご意見ありがとうございます。

こちらも、今回福祉計画の内容がかなり大きな量になっておりまして、ちょっと書き切れない部分だ

とか具体的な数字が確かにおっしゃる部分もあるんですけれども、こちらの表現については、また内容

がわかりやすいものに今後努めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

会長：よろしいでしょうか。

それでは、ほかにございますでしょうか。

それでは、まだ、もしかすると後で思い出してというのがあるかもしれませんが、その場合にはまた

立ち戻っていただいても結構でございますので、次の議題のほうを先に進めさせていただきます。

次は、議題３ということで、合同部会についてということでございます。

事務局のほうから、お願いいたします。

事務局：私からは、議題３資料、合同部会についてをもとに説明させていただきます。

初めに、合同部会のご報告です。

第１回合同部会については、自立支援協議会について広く市民の方に知っていただく機会として、市

民向けの講演会とさせていただきました。日時、９月29日の１時半から、場所はこちらのＳ２、Ｓ３と

Ｓ４を行いました。
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内容は、各部会の活動報告と、また、合同部会講演会として、講師に青少年サポート事業を委託して

いる一般社団法人こども未来共生会の中島理事長をお招きし、「青少年サポート事業の概要と発達障が

い者等の支援について」ということでご講演をいただきました。当日の参加人数は、協議会及び部会の

委員さんが44名、一般の参加された方が13名、合計57名の方にご参加いただきました。

続きまして、第２回の合同部会ですが、こちらは先に日付だけお示しさせていただきたいと思います

が、来年、平成29年２月16日の木曜日、午後１時半から３時30分ということで、場所については市役所

４階の災害対策本部室という部屋が同じフロアにございまして、そちらのほうで開催したいと考えてお

ります。内容は、まだ検討しているところがありますので未定となっておりますが、この日に開催した

いと思っております。この合同部会の開催の内容について、今、未定となっている部分ですが、こうい

った講演会がいいとか、こういったものをやってほしいとか、ご意見等ありましたら、お聞きできれば

と思いますので、よろしくお願いいたします。

会長：ありがとうございました。

今、先日９月29日に開催されました合同部会の報告、それとあわせまして、来年行われます今年度の

第２回目の合同部会の開催予定についてということでご報告がありました。

まず、これについて、何かご質問等ございますでしょうか。あるいは、第２回合同部会、２月16日で

すが、この日についてはまだ内容が未定となっております。こういう内容をやったらいいんじゃないか

というようなことがございましたらお出しいただければと思いますが、いかがでしょうか。

浦安手をつなぐ親の会、お願いいたします。

浦安手をつなぐ親の会：第２回の場所が災害対策本部室で行うという趣旨、なぜなのかなって思ったんです。

会長：どうぞ、事務局お願いします。

事務局：会場の災害対策本部室ですが、こちらは会場の都合です。主に、災害とか緊急時に、庁内の関係部署

とか他の部署の職員または警察などで会議をする場所ではあるんですが、緊急以外では、開放している

ところですので、そちらのほうが多くの方がご参加しやすいということで、会場の都合でそちらのほう

とさせていただいております。

浦安手をつなぐ親の会：じゃ、特に災害のことを考えてとか、そういうあれはないわけですね。はい、わかり

ました。

会長：そうですね、災害対策本部室、何か特別の意味合いがあるのかなと受けとめてしまいがちですが、特に

そういうことはないということで、むしろ一般市民の方に多く入っていただきやすいというか、そうい

うような場所として選んだということでございます。

ほかにございますでしょうか。

今の段階では特にないようでございますので、もし次回の部会について、こういった内容のものをや

ってはどうかというようなものがございましたら、障がい事業課のほうまでファクスでも電話でもメー

ルでも差し支えございませんので、提出というか、提案していただければと思います。どうぞよろしく

お願いいたします。

それでは、合同部会の報告を終えまして、次に、議題の４、今回５ということで５つございますが、
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４つ目の議題ということで、市の事業報告ということについてご説明させていただきます。

これにつきましては、事務局からお願いいたします。

事務局：それでは、１.東野地区複合福祉施設整備計画の進捗状況について説明させていただきます。

運営事業者及び設計業者を決定いたしましたので、詳細を次のページ、議題４資料（２）東野地区複

合福祉施設整備計画案をもとに説明させていただきます。

まず、①計画施設名なんですが、浦安市東野地区複合福祉施設で、用途は福祉施設となります。

機能ですが、移転する機能といたしましては、社会福祉協議会、地域福祉センター、ボランティアセ

ンター、ファミリーサポートセンター、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です。

新設する機能が、地域生活支援拠点（障がい者のグループホーム及びショートステイ）、あと生活介

護事業所、子育て短期支援事業所でこどものショートステイ及びトワイライトステイとなっております。

次に、運営及び設計事業者ですが、運営につきましては、社会福祉法人佑啓会で新設する機能を運営

していただきます。設計については、株式会社松田平田設計となっております。

公募につきましては、３社応募がありまして、書類審査、ヒアリング審査により決定いたしました。

選定理由といたしましては、運営面では、地域生活支援拠点のグループホーム及び短期入所において、

行動障がいのある方への支援に関する考え方が明確であること、かつ、法人が運営する既存の事業所と

連携しバックアップを図っていくこと、さらに、法人は入所施設や生活介護事業所等の行動障がいのあ

る方への支援実績が十分にあることなど、市の求めるすぐれた事業内容の提案であったことの理由とな

っております。

また、設計面では、障がい特性を踏まえ利用者の利便性に配慮していること、かつ、災害時には福祉

避難所として機能を有する安全な施設計画であること、さらに、身体障がい者福祉センターや生活介護

事業所、社会福祉協議会等の通所系施設と、グループホームや短期入所、子育て短期入所事業所等の入

所系施設を分け、２棟の配置計画についての提案があり、国基準のみならず、千葉県条例にも踏み込ん

だ提案であったということで選定いたしました。

次に、整備予定地なんですが、予定地を真ん中といたしますと、上に老人福祉センター、右側にゆう

あい、ソーシャルサポートセンター、障がい者福祉センターがあり、左側がマンションで、下が国道

357号線といった位置関係となっております。

最後に、住民説明会なんですが、日時は平成28年12月17日土曜日、10時から11時30分、場所は総合福

祉センター２階大会議室から第４会議室の定員は100名程度を考えております。

説明内容といたしましては、東野地区複合福祉施設の概要について、新規運営事業者及び設計業者の

紹介、今後のスケジュールについて等の３点を予定しておりまして、説明会につきましては今後２回か

ら３回を開催する予定となっております。

次に、案内の送付先ですが、東野自治会、障がい者福祉団体、あと、地域児童・障がい福祉関係者、

東野小学校に案内状を送付しております。

以上、整備計画の進捗状況となります。

事務局：続きまして、２番の28年度補助金の見直しというところを説明させていただきます。
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障がい者等喀痰吸引等研修費等補助金というものがありまして、こちらの補助金なんですが、居宅介

護事業者に対して、従業員の喀痰吸引等研修の受講に要する経費の一部について補助金を交付している

ものです。昨年度までは、誰に医療的ケアを実施するために研修を受講するか報告していただいていた

んですけれども、現在医療的ケアを実施していない事業所でも、今後のために受講したいという事業者

さんもいらっしゃると思いますので、今年度より実施対象者の報告を不要とすることにしました。

続きまして、３番の来年度に向けた補助金見直しの検討ということで、（１）番の障がい福祉事業者

住宅確保支援事業補助金なんですが、こちらは、先ほど議題１のところでご説明させていただいたので、

説明は割愛させていただきます。

事務局：続きまして、（２）社会福祉施設等における防犯に係る安全確保のための非常通報装置や防犯カメラ

の設置に対する補助金を今検討しております。

内容といたしましては、国では、社会福祉施設等に対し、防犯対策の強化を図るため、障がい者の支

援施設等における非常通報装置や防犯カメラ、フェンスなどの設置・修繕費用について助成する制度を

新たに設置したことから、これに伴い市も補助金の検討をしているところです。この補助金の対象事業

者は、平成29年度は、利用者が夜間に利用するグループホーム、短期入所の運営事業者を想定しており

ます。

なお、市の施設における障がい者福祉センター、障がい者等一時ケアセンター、総合福祉センター、

ワークステーションについても防犯カメラ等の設置を考えております。

以上です。

事務局：（３）番なんですけれども、福祉避難所における補助金ということで、先ほど第２の計画の進捗状況

のところで少しお話しさせていただきましたが、災害時に協力をお願いするという協定を締結しまして、

福祉避難所として指定した事業所に対して補助金を10万円を限度として現在交付しているんですけれど

も、収容想定人数が３人のところも50人のところも10万円というのは、収容想定人数が多い事業所に関

しては十分な準備ができないということが考えられますので、定員が30人以上の事業所については補助

金額を見直す方向で検討しているところです。

事務局：続きまして、（４）障がい者グループホーム施設整備費補助金交付要綱の改正について、消防法等の

改正及び建築基準法に対応するため改正を行うものです。

内容といたしましては、消防法等の改正により、グループホーム、短期入所施設は、平成30年３月31

日までにスプリンクラー等の消防設備の整備が必要となったことから、整備が必要なグループホーム、

短期入所施設を運営する事業者に対し、消防設備の整備にかかわる費用の一部を補助金として交付する

ものです。なお、スプリンクラーが設置できず移転せざるを得なくなった場合等の移転費用等について

も、補助金の対象と考えております。

また、現在グループホームは、一般的には建築基準法上寄宿舎の規定が適用されるため、防火・間仕

切りの壁の設置などが必要となることから、改修費用についても補助金の対象としております。

以上でございます。

事務局：説明員がたびたびかわって申しわけありません。４番の障がい児福祉サービス事業所合同説明会の実
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施報告なんですけれども、こちら、大人のサービスの合同説明会、５月に行ったところなんですけれど

も、それの障がい児版といいますか、障がい児のサービスを行っている事業所さんに参加していただい

て開催いたしました。10月26日に開催いたしました。ＷＡＶＥの大ホールで行いました。15の事業所さ

んに参加していただいて、プレゼンテーションであったりとかブースを出していただきました。参加さ

れた方は92名いらっしゃいました。

すみません、資料にないんですけれども、速報としてちょっと報告させていただきますが、おととい

11月22日に発達支援講演会を開催いたしました。「思春期から就労期にかけて働くために必要なこと」

というタイトルで、品川裕香さんに来ていただいてお話しいただきました。参加された方は119名にな

ります。

続きまして、議題４の資料（３）のほうは、障がい福祉課から説明いたします。

事務局：市の事業報告は私のほうからのご説明で終わりになります。

資料は議題の資料（３）です。「はいかい探知機の賃借料等の助成制度の導入について」ということ

と、あわせてお配りしております、これは高齢者のシニアガイドブックを一部コピーしたものですけれ

ども、「福祉サービス」というところが頭に載っているところになります。こちらのほうの真ん中に、

はいかい探知機の賃借料等の助成というところに載っておりますので、あわせてご参照いただければと

思います。

こちらの導入につきましては、まず、高齢者福祉課が既に実施しています認知症の方を対象とした

「はいかい探知機の賃借料等の助成」について対象を拡大いたしまして、障がい福祉課におきまして、

障がい者、お子様ですね、障がい児童の方を含めました「はいかい探知機の賃借料等の助成制度」を導

入できないか、現在検討ているところです。

事業内容といたしましては、「はいかい探知機」を行動障がいのある知的障がいのある方などを対象

に身につけていただくことで、万が一行方不明となったときに自宅に戻れなくなった際、端末からの電

波、ＧＰＳ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ということになっています。こ

の事業では、このシステムの利用、端末機の利用に関する賃借料の一部を助成いたします。

対象者は、市内在住の行動障がいのある知的障がい者・児童の方や、高次脳機能障がい、見当識障が

いなどをお持ちの方で自宅で介護されている方を想定しています。

自己負担額ですが、月額1,080円を考えております。こちらは既に高齢者で実施している一月1,080円

の額と同じ額になります。

導入いたします時期は、来年度、平成29年４月を予定しています。

あわせまして、市のホームページや広報やチラシ、それから各サービスの事業所、こちらのほうに自

立支援協議会、あとは警察ですとか行動援護の支給決定をされている方についても個別にご案内を進め

ていく予定としております。

以上です。

会長：ありがとうございました。

ただいま市の事業報告がなされましたが、これにつきまして、何かご質問やご意見ございますでしょ
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うか。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ、お願いいたします。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：トパーズクラブは、４年前からマッサージ事業を、トパーズクラブが

やっているわけじゃないんですけれども、トパーズクラブの会員がゆうあいの部屋を借りて始めている

わけですね。私は、それを非常に怖い─怖いというか、一人でやっている、お金を扱っているとい

うことで、ちょっと怖いんですが、今まで事故はなかったんですけれども、あそこは非常に寂しいとこ

ろで、私は余り詳しいことは言えないと思っているんです。それで、中途失明者の実際何があるかとい

うと、マッサージの資格を取ってやるということで、今、トパーズクラブの会員でマッサージ資格を取

るために盲学校に行っている方もおられるわけです。それで、今、男性の方が２人なんですけれども、

女性の方で複数名、やりたいという申し入れを受けているので、あそこでやるとしたら相当怖いなと。

お勧めできませんという格好になってしまうので、適当な場所に、もっと安全な場所に移るか、防犯対

策をするか、障がい事業課と相談、数回ありましたけれども、よろしくそういう点もお考えいただきた

いと思います。

以上です。

会長：ありがとうございました。

これについては、確かに承ったということでございます。

ほかございますでしょうか。

浦安手をつなぐ親の会、お願いいたします。

浦安手をつなぐ親の会：補助金の見直しの検討のところの２番の福祉避難所におけるところで、定員が30名以

上ということは、避難する人が30名ということですか。

事務局：避難する人で、その事業所で受け入れる人数が30人以上を想定しているところを対象としてというこ

とで。

浦安手をつなぐ親の会：じゃ、そこに働いている人も含めて、いわゆる30人以上受け入れられるということで

すね。

事務局：利用者……

浦安手をつなぐ親の会：も含めて。

事務局：利用者が30人以上ですね。スタッフ以外で避難してきた人が30人以上……

浦安手をつなぐ親の会：だから、避難してきた人というのは、別にそこに働いていなくても、近くにいて避難

する場合だってあるじゃないですか。だから、そういったことも含めてということですね。

事務局：福祉避難所に関しては、一般避難所での生活が難しい方を受け入れる予定でして……

浦安手をつなぐ親の会：それはわかっているんですけれども、ですから、福祉避難所そのものが30人まで受け

入れられる余地があるかどうかということですね。

事務局：そうですね。

浦安手をつなぐ親の会：わかりました。

会長：よろしいでしょうか。
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では、ほかございますでしょうか。

介護給付費等の支給に関する審査会さん、お願いいたします。

介護給付費等の支給に関する審査会：東野地区複合福祉施設に関しての質問なんですけれども、さっき私、聞

き逃したのかもしれないんですけれども、これは建設予定地に何階建ての建物になるのか、そして、機

能として幾つか入ってますよね。それがもし２階以上であるんだったならば、どこの階にどのセンター

なり事業所なりが入る予定なのか、もしわかるんでしたらば、わかる範囲で教えていただければと思う

んですけれども。

会長：わかりますでしょうか。

では、お願いいたします。

事務局：階数等は、ごめんなさい、まだ決定していないんですね。仕様書でご説明させていただきますと、３

階建てから５階建てを考えております。平米数がおおむね5,500平米、ですから、入る機能も位置も、

まだ確定はしていないという状況です。

以上です。

介護給付費等の支給に関する審査会：今のお答えでわかりましたけれども、入る中の機能によって、建物のほ

うとか、いろいろと考えなきゃいけないことがあるんだと思うんですね、障がい者の方が利用していま

すし。そこで、この計画の設定する段階のところでの障がい者の方とか当事者の方だとか事業所の方だ

とか、いろいろな方たちのある程度希望なり聞き取りなどのそういうのは、さっき何か説明会みたいな

のはわかりましたけれども、当事者の方たちからのそういう聞き取りなり何なりの要望を聞いていらっ

しゃるんでしょうか。ごめんなさい、あるいは、その予定があるのか。

事務局：まず、関係団体等のヒアリングは行いました。これからも設計業者を含めて、関係団体、福祉団体と

ご意見を聞くヒアリングを行う予定となっております。

介護給付費等の支給に関する審査会：わかりました。ありがとうございます。

会長：浦安手をつなぐ親の会、お願いいたします。

浦安手をつなぐ親の会：何度もすみません。今のヒアリングの問題なんですけれども、うちの会もヒアリング

に参加して聞いたところによると、ほとんど市から「こういうふうになっています」ということで、何

か希望の余地が入るのかしらという声が聞こえてきているんですね。ヒアリングというのは、やっぱり

希望とかそういうのをどんどん言っていくものだと思うので、ちょっとその言葉遣いとか、そういうこ

とでもうちょっと受け入れる余地をしてほしいと思います。

それと、この地図で給食センターとかゆうあいとか、そういうのは取り壊す予定となっていますよね。

その後の利用方法、空き地にするのか公園にする、まあ割と公園にするという意見が聞こえているんで

すけれども、総合福祉センターはこのまま残すんですか。

会長：ありがとうございました。

じゃ、事務局のほうから。

事務局：まず、ヒアリングに関して、申しわけございませんでした。ご希望等いろいろお聞かせ、今後ともヒ

アリングさせていただきますので、ご希望等おっしゃっていただければと思いますので、よろしくお願
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いいたします。

次に、総合福祉センターにつきましては、この計画外でですので、ここで、ごめんなさい、お答えす

ることができませんので、あと給食センター跡地なんですが、これにつきましては、当初取り壊した後

は建設するための建設予定地の資材等の置き場などで活用させていただいた後、今後、一応交流広場を

つくる予定となっております。

以上でございます。

浦安手をつなぐ親の会：総合福祉センターの中に入っているのは、ほとんど移動していますよね。いわゆる建

物だけ、児童センターだけ残るという感じですか、書いてある感じを見ると。

事務局：児童センターのほかに、子ども発達と、あと超早期療育……

浦安手をつなぐ親の会：割と１階の機能は残るという感じですね。２階も、こういうあれがありますけれども、

でも、ほとんどそれが使うという感じで残ったのか。

会長：今、浦安市視覚障害者の会トパーズクラブさんが手を挙げていただいていますので、どうぞ。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：実は、総合福祉センターというのは我々にとって非常に重要

なところでありまして、会合を開くときはいつも総合福祉センターで、月に２回、役員会と定例会で使

っているわけです。それから、あそこには展示・見学ルームがありまして、当社も展示・見学をやって

いる作業場もあると。それで、実際トパーズクラブで総合福祉センターを使うときにいつも問題になる

のは、あそこはいろいろな団体が多くなり過ぎちゃって、なかなか使えないんですね。それで、やっと

障がい事業課と社協の方のご協力を得て、１年間、何とか確保することができたと。それまでは、とに

かく６カ月前に電話して部屋をとらなきゃいけないんだけれども、早い者順だからとれないときがある

とか、何か非常に苦戦したんですね。視覚障がい者の場合には場所を変えるということが難しいんです。

説明することが説明できないから、地図を送るわけにもいかないし、だから同じところでやらなきゃい

けないので、だから、総合福祉センターで、我々の希望はもっと今の規模を充実させて、もっと自由に

使えるように、それから、はまゆうの録音事業があるんです。１階のほうでやっているんですけれども、

もっと自由にできるようにしてくださいと。それから、トパーズクラブとか聴覚障がいの方たちがもう

少し恒久的に使えるような部屋が欲しいということを要望しているわけです。

ですから、ちょっとあそこの部屋、２階はいろいろなところが今使っているわけなので、それがどう

なるかというのは結構重要な問題なんですね。だから、新しいところの複合施設に移るのか、移るのか

移らないかというも実際は重要ですけれども、そういう機能が今より充実するかどうかということを

我々は頭に置いて、これからも要求していきたいので、だから、浦安手をつなぐ親の会さんがおっしゃ

ったとおり、なるべく慎重に相談を続けていただきたいんですね。このままでいくと、ちょっと議論す

るところがなくなっちゃうような感じがしますけれども、以上です。

会長：ありがとうございました。

事務局のほうからお願いいたします。

事務局：浦安市視覚障害者の会トパーズクラブさんがおっしゃったスペースなんですが、地域福祉センターを

お使いになっているんだと思うんですね。
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浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：総合福祉センターって我々は言っているんですけれども、あれは地域

福祉センターですか。

事務局：会議室のことを、すみません、地域福祉センターとお呼びしていまして……

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：ああそうですか。

事務局：この機能を複合福祉施設のほうに移転させます。移転したときに、このスペースを倍近く広げますの

で、今よりも会議室等はとりやすくなるんじゃないかと考えております。

あともう一つ、総合福祉センターにつきましては、今、企画が検討しておりますので、企画のほうで

今考えているというような状況でございます。

以上です。

会長：ありがとうございました。

よろしいでしょうか。

浦安市視覚障害の会トパーズクラブ： はい。

会長：ありがとうございます。

それでは、ほかにございますでしょうか。

和洋女子大学：すみません、細かい話で申しわけないんですけれども、冒頭というか、会議の最初のほうに社

会福祉法人パーソナル・アシスタンスともさんのほうから、喀痰ケアした際のヘルパーの報酬は同一と

いうお話があったんですけれども、一応加算が少しなんですけれどもありまして、この加算をつけるの

に相当苦労したものですから、同一ではないというところは一応押さえていただければと思います。

それと、そういったことも踏まえて考えますと、こども部会の第２回の議題なんかということについ

て考えますと、例えば、徘回をした認知症の高齢者が電車で事故を起こしてしまったというようなこと

が、過去ニュースなんかで続いた後に、コンビニチェーン店みたいなところは地域で見守りを一緒にや

るお手伝いをさせてくださいというふうなことにつながっていったように、何か問題意識というものを

住民で課題共有するところから、住民参加だったり企業の参加だったりというふうなところがあるのか

なと。一方で、障がいのほうというのは、どうも何が大変なのか見えないというふうなところが住民の

中であるんじゃないかなという気がして、何か紹介するにしても、うまくいった事例でこんなに頑張っ

ていますよというのがよくあるんだと思うんですけれども、実はこんな大変なお母さんたちがいて、同

じ浦安市民なのに、こんな人がこんなにいるというふうな課題の共有的な、見える化といいますか、重

度障がい者の生活実態みたいなものを少し住民とも一緒に共有した上で、住民たちが、何か自分たちに

できることないですかというふうなことにつながるような、研修会なり広報・啓発活動なりというふう

なところをぜひしていくべきじゃないのかなと日ごろから思っていまして、この会がそれでいいのか、

別の機会を設けるのかは別として、ぜひそういった機会を設けていただければなというふうに思った次

第です。

会長：どうもご意見ありがとうございました。これをぜひ協議会の中で議論し、また実現の方向に向けていき

たいと思います。ありがとうございました。

そのほか、先ほどの事業報告に絡んで、何かご質問ございますでしょうか。
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よろしいでしょうか。

こちらのほうの整備計画については、今後、最初の報告のところでもございましたが、障がい者団体

や当事者の方、また、自立支援協議会の意見を聞いてというふうなことが文言として入っておりますの

で、そういった意見をどんどんと述べて、よりよいものをつくっていくということでお願いしていきた

いと思っております。

それでは、４までが終わりまして、最後に議題５になります。ただ、この議題５につきましては、個

人情報にかかわる事柄を話として取り上げますので、申しわけないんですが非公開ということになりま

すので、傍聴されている方はご退席をお願いしたいと思っております。



平成 28年 11月 24日（木） 

午後１時 30分～３時 30分 

市役所会議室Ｓ２・３ 

 

浦安市自立支援協議会（平成 28年度第４回）次第 

 

 

１．開会 

 

２．議題 

（１）部会活動報告 

（２）「障がい者福祉計画」進捗状況の報告について 

   ※前回の資料をご持参ください。 

（３）合同部会について 

（４）市の事業報告 

（５）その他（一部個人情報を扱うため非公開） 

 

３．閉会 
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議題１資料（1）            

部会活動報告 

 

第３回地域生活支援部会活動報告 

 

１．開催日 １０月１３日（木）  

 

２．内容 

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 

（概要）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。その結果、医療的ケアを行えるヘルパーや、緊急時や夜間な

どのサービス提供の確保のため、「障がい者等喀痰吸引等研修費等補助金」や「重

度障がい者支援事業所運営費補助金」の交付、また「身体障がい者、知的障が

い者緊急時支援事業」の制度を創設しました。 

    当該補助金については、障害福祉サービス事業所従事者の人材不足の解消と

離職防止を目的に、従業員に住宅手当を支給する事業所に対し、補助金を交付

することを検討しました。 

   （別添資料参照） 

 

（主な意見） 

・法人の決算状況を考慮してはどうか。 

・妻帯者は対象外か。 

 ⇒対象になるが、同居人が他の住宅手当を受給していた場合対象外。賃貸住宅の

契約名義人を想定している。 

・人材不足について日頃から悩んでいるので、この補助金でいい人材が確保できる

といいと思う。 

 

議題２ 「障がい者福祉計画」の進捗状況の報告について 

（概要）地域生活支援部会に関わりのある、施策の方向性の「２．福祉・生活支援の

充実」の中から「在宅福祉サービスの充実」、「日中活動の場の充実」、「住まい

の場の充実」、施策の方向性「５．雇用・就労支援の推進」を中心に説明をしま

した。 

 

（主な意見） 

○ 特になし 
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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 

（概要）重度障がい者支援事業所運営費補助金は、重度障がい者の福祉の増進のため、

障害支援区分４以上の重度障がい者を支援する訓練等給付事業または短期入所、

グループホームを運営する障害福祉サービス事業所の運営費の補助を行っていま

す。補助金創設から２年を経過し、この補助金を活用した環境の整備や人員配置

等のサービスの充実の成果について、２７年度の交付対象事業者より報告があり

ました。 

     交付対象事業者 ５法人 

 

（主な意見） 

○ ＮＰＯ法人カプアに質問。職員の定着率がよかったというのは、常勤か、非常勤

か。 

⇒常勤職のみ。 

 

第２回本人部会活動報告 

 

１．開催日 １０月２０日（木）  

 

２．内容 

議題１ 自立支援協議会及び各部会の活動報告 

（概要）主に合同部会で報告した自立支援協議会及び各部会の活動報告について、概

要を説明しました。 

 

（主な意見） 

○ 東野地区複合施設と野菜工場について、どのような経過で決定したのか 

⇒両事業とも、障がい者団体や、自立支援協議会などで意見を聞きながら整備を

進めている。 

○ 運営事業者への貸借期間を設定してほしい。 

○ 障がい者側も、発言できるように勉強していかないといけない。 

 

議題２ 「障がい者福祉計画」進捗状況の報告について 

（概要）本人部会でいただいた意見をもとに、重点的取り組みとした、施策の方向性

「２．福祉・生活支援の充実」「（４）住まいの場の充実」、施策の方向性「６．生

活環境の整備」「（３）安心・安全に暮らせるまちづくりの推進」、施策の方向性「７．

自立と社会参加の促進」「（３）差別の解消と合理的配慮の推進」を抜粋して説明

しました。 
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（主な意見） 

○ 計画策定の委員として、より多くの障がい種別・難病など当事者の意見を聞くよ

うに検討してほしい。 

○ 救急医療情報キットとはどういうものか。 

⇒救急時に、救急隊員などが、迅速かつ適切な救命活動ができるように、緊急連

絡先やかかりつけ医などの医療情報、健康保険証や診察券（写し）などを専用の

容器に入れ、自宅の冷蔵庫に保管することで、万一の場合に備えることを目的に

作られたキット 

 

議題３ 自立支援協議会及び各部会の活動への提案 

（概要）「義務教育終了後の支援」について、委員一人ひとりより、学校卒業後の生活

や体験について、困ったことや、よかったことなどについて、意見を伺いました。 

      

（主な意見） 

○ 自分が学校を卒業したころは、身体障がい者の作業所がなかったので、親の送迎

を条件に、知的障がい者の作業所に通った。当時は選択権がなかった。 

○ もうちょっとここがよくならないかという点はたくさんあるが、現在の就労につ

いても満足している。市役所と連携を取ってやっていきたい。 

○ 一人暮らしをしているが、ヘルパーの確保が難しい。 

○ 現在就労していないが、就労の際の移動支援などの援助が確立されれば、障がい

者も就労できると思うので検討してほしい。 

○ 障がい者手帳の取得ができることや、障害年金の申請ができることなど市役所が

啓発してくれていない。 

○ 精神障がいは医学的にも治らないのに、２年ごとに手帳を書き替えなければなら

ないのはおかしい。 

 

第３回こども部会活動報告 

 

１．開催日 １１月８日（火）  

 

２．内容 

議題１ 「障がい者福祉計画」の進捗状況の報告について 

（概要）こども部会に関わりのある、施策の方向性の「４．子どもへの支援の充実」

を中心に説明をしました。 

 

（主な意見） 

○ 事業所には、就学の相談が多い。「まなびサポート事業」について、「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」となっている

ので、特別支援学級も通常級もひとりひとりに合わせた支援を行ってほしい。 
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議題２ サポートファイルの活用について 

（概要）サービス利用更新の利用者への通知にサポートファイル案内の同封を開始し

たこと、障がい児福祉サービス合同説明会の際にサポートファイルのＰＲをし

たことを報告しました。また、ファイルに追加する役立つ情報として、大人に

なってからの支援制度である成年後見制度や年金の情報、災害対策の情報につ

いて意見を伺いました。 

 

（主な意見） 

○ 障害年金を請求する際に初診日を証明することが必要になるが「当時の診断書の

写しや、血液検査、発達検査の写しが重要」とあるが、年金請求の際にどの程度

有効なのか、明確に示してほしい。 

○ 窓口は市役所の年金担当課に行くのか、手続きの方法についても入れてほしい。 

○ 福祉避難所について、非常電源が確保されている事業所などの情報もあるとよい。 

 

 

議題３ その他 

（概要）制度を開始した「おまもりシール事業」と、導入を検討している「はいかい

探知機の賃借料等の助成制度」について説明しました。 

 

（主な意見） 

○ ４０枚１組を一人１回限りだと、申請する時期なども考えてしまう。電話番号が

変わった時など、購入できる事業者を教えてもらえるのか。 

⇒対象や、配布回数などは、必要に応じ対応する。また電話番号の変更などは、

変更届として対応する。 

○ シールだと個人情報の流出や、いたずらされたりするので、ＱＲコードなども検

討してほしい。 

 

 



議題１資料（２） 

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 
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障がい福祉計画の進捗状況について（平成 27年度実績） 

 

（前回の続き） 

 

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。 

 

○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。 

 



2 

 

○［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。 

 

○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） 
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 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。 

 

○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。 
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○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。 

 

○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。 
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○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。 

 

○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。 
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（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。 

 

○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。 
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（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。 
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議題３資料            

合同部会について 

 

１．第１回合同部会報告 

自立支援協議会について広く市民の方に知っていただく機会として、第１回は、合同

部会を市民向けの講演会としました。 

 

（１）日時 平成２８年９月２９日（木）午後１時３０分～３時３０分 

 （２）場所 市役所 会議室Ｓ２～４ 

 （３）内容 部会活動報告 

    合同部会講演会 

     『青少年サポート事業の概要と発達障がい者等の支援について』 

       講師：一般社団法人こども未来共生会 理事長 中島 展 氏 

（４）参加人数 自立支援協議会及び部会委員 ４４名 

        一般参加者         １３名  合計 ５７名 

 

 

２．第２回合同部会開催予定 

（１）日時 平成２９年２月１６日（木）午後１時３０分～３時３０分 

 （２）場所 市役所 ４階 災害対策本部室 

 （３）内容 未定 
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議題４資料（１） 

市の事業報告 

 

１．東野地区複合福祉施設整備計画の進捗状況 

  運営及び設計事業者が決定しました。 ※整備計画案 資料（２） 

 

２．２８年度の補助金の見直し 

（１）障がい者等喀痰吸引等研修費等補助金 

   平成２７年度より、在宅の障がい者等が安心して日常生活を送れるようにする

ことを目的に、居宅介護事業者に対し、従業員の喀痰吸引等研修の受講に要する

経費の一部について、補助金を交付しています。 

   昨年度までは、喀痰吸引等実施対象者の報告が必要でしたが、現在実施対象者

がいない事業所が申請できないため、今年度より、対象者の報告を不要としまし

た。 

       

３．来年度に向けた補助金見直しの検討 

（１）障がい福祉事業者住宅確保支援事業補助金の創設 

 

（２）社会福祉施設等における防犯に係る安全の確保のため、非常通報装置や防犯カ

メラの設置に対する補助金を検討 

 

（２）福祉避難所における物資等購入費補助金交付要綱の改正 

   定員が３０人以上の事業所の補助金額を見直す 

 

（３）障がい者グループホーム施設整備費補助金交付要綱の改正 

消防法等の改正及び建築基準法に対応する 

 

４．障がい児福祉サービス事業所合同説明会の実施報告 

  （１）日時 平成 28年 10月 26日（水）9時 30分～12時 00分 

  （２）会場 市民プラザWAVE101 大ホール 

  （３）内容 参加事業者  １５事業所 

参加人数   ９２名 



東野地区複合福祉施設整備計画案 

 

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 

【機能】 

（移転）社会福祉協議会・地域福祉センター・ボランティアセンター・ファミリーサポートセン 

ター 

（移転）身体障がい者福祉センター 

（移転）ソーシャルサポートセンター 

（新設）地域生活支援拠点（障がい者のグループホーム及びショートステイ） 

（新設）生活介護事業所 

（新設）子育て短期支援事業所（こどものショートステイ及びトワイライトステイ） 

③運営及び設計事業者名（※運営については、新設の機能のみとなります） 

 （運営） 名称：社会福祉法人佑啓会 

      住所：千葉県市原市今富１１１０－１ 

 （設計） 名称：株式会社松田平田設計 

      住所：東京都港区元赤坂１－５－１７ 

④整備計画予定地 

 

住民説明会 平成２８年１２月１７日（土） 

 

 

 

総合福祉センター 

（取壊し予定） 

（取壊し予定） 

 計画予定地 
 

議題４資料（２） 



議題４資料 (3) 
 

■「はいかい探知機の賃借料等の助成制度」の導入について  

 

 

 高齢者福祉課が実施している認知症の方を対象とした「はいかい

探知機の賃借料等の助成」について、障がい福祉課において障がい

者（児）版『はいかい探知機の賃借料等の助成制度』を導入出来な

いか、検討するものです。  

 

 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４月（予定）  

 

 ⑤周知  

  ＨＰ、広報、チラシ、各サービス事業所、自立支援協議会（各

部会含む）、警察、対象候補者（例：行動援護支給決定者）等  

趣 旨  




