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平成29年度第２回浦安市自立支援協議会地域生活支援部会 議事録

○「障がい」の表記について

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

（例）障がい者福祉センター、身体障がい者福祉センター など

○委員名の表記について

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

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

１．開催日時 平成29年８月17日（木） 午後１時30分～午後３時30分

２．開催場所 市役所４階 会議室Ｓ２・３

３．出席団体名

社会福祉法人なゆた（リーダー）、社会福祉法人敬心福祉会（サブリーダー）、和洋女子大学

いちょうの会、浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ、浦安市自閉症協会

浦安市身体障害者福祉会、浦安手をつなぐ親の会、千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ

浦安市肢体不自由児親の会どっこらしょ、ＮＰＯ法人タオ、株式会社ダイム、ＮＰＯ法人あいらんど

ＮＰＯ法人カプア、ＮＰＯ法人フレンズ、社会福祉法人サンワーク、社会福祉法人南台五光福祉協会

株式会社Ａ.ver、社会福祉法人市川レンコンの会、順天堂大学医学部附属浦安病院、健康福祉部（部長）

４．議題

（１）障がい福祉サービス等従事者住宅手当支給事業費補助金について

（２）平成29年度地域生活支援部会について

（３）障がい者福祉計画の策定について

（４）その他

・東野地区複合福祉施設について

・第３回「障がいのある人もない人も！かがやくまちうらやす」について

５．資料

（１）議題１資料 浦安市障がい福祉サービス等従事者住宅手当支給事業費補助金交付要綱（抜粋）

（２）議題２資料（１） 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で出た主な意見

（平成29年度地域生活支援部会で取り上げてほしい議題について）

（３）議題２資料（２） 市内グループホーム整備状況
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（４）議題３資料（１） 計画の骨子（体系）と重点項目について

（５）議題３資料（２） 計画の目次構成（案）について

（６）議題４資料（１） 東野地区複合福祉施設の計画の変更について

（７）議題４資料（２） 第２回「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
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６．議事

事務局：ただいまより、平成29年度第２回浦安市自立支援協議会地域生活支援部会を開催いたします。

会議を開催する前に、会議の進行について確認させていただきたい事項がございます。

自立支援協議会及び部会は、会議を公開し、議事録を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、充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。当部会におきましては、聴覚障がい、視覚障が

いのある方が委員として参加されております。また、会議の円滑な進行のためにも、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」の発言のあと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。

それでは、今後の進行につきましては、リーダーにお願いをしたいと思います。よろしくお願いしま

す。

リーダー：皆さん、こんにちは。それでは、本日の議事進行を務めさせていただきます。

議題１障がい福祉サービス等従事者住宅手当支給事業費補助金について、事務局から説明をお願いい

たします。

事務局：議題１障がい福祉サービス等従事者住宅手当支給事業費補助金についてご説明します。資料は、議題

１資料をごらんください。

昨年度から、人材確保の住宅手当の補助金ということで検討してきたんですが、最終的に名称を浦安

市障がい福祉サービス等従事者住宅手当支給事業費補助金に決定しました。交付要綱も既に告示されて

います。今回、決定しましたので、内容をご説明します。

１番趣旨。これまで検討のときに皆様にもいろいろお話ししていたところですが、介護職等障がい者

の支援員の人材確保が難しいとか、離職率も高いという課題がありました。また、早朝や深夜、休日に

稼働できるヘルパーが少ないという問題もありましたので、障がい福祉サービス等に従事する方の確保

及びその離職の防止を図るために、障がい福祉サービス等の事業者が行う従事者に対する住宅手当の支

給に要する経費の一部に対して補助金を交付するというものになります。

２番の用語の定義です。どのサービスに従事する従業員に対して補助を行うか、サービス名称が列挙

してあります。

簡単に言いますと、障がい者、障がい児のサービスがほとんど網羅された形になっています。総合支

援法に規定します障がい福祉サービス、介護給付とか訓練等給付のサービス。あとは、児童福祉法に規

定します障がい児の通所支援のサービス。あとは、相談支援事業です、と地域生活支援事業に当たりま

す移動支援、地域活動支援センター、日中一時支援などの事業も全て含めてそういったサービスをして

いる従業者の方が対象となっています。

その従業者の定義ですが、（３）障がい福祉サービス等従事者にあります、その障がい福祉サービス
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を市内で実施している事業所において従事している方ということで、直接支援をしている方です。事務

員は除きます。役員等、経営に携わる者も除くとなっています。

また、（３）アですが、障がい福祉サービス等事業者に正規職員として雇用されている者ということ

で、１日６時間以上かつ月20日以上の勤務をしている正規職員の方が対象となっています。

次に補助対象の経費です。これは、従事者に対して支給している住宅手当が対象となっています。条

件は、市内の賃貸住宅に居住する従事者の方で、この要綱に基づく補助金の支給の対象となった最初の

月から起算して５年以内です。３年以内の離職率が高いということから、５年間定着してもらえれば離

職が少なくなるのではないかということで５年間という期間を設けています。

５番補助金の額ですが、検討のときにもお話ししたとおり、住宅手当を既に出されている事業者につ

いては、現状の住宅手当に上乗せした額、また、住宅手当を支給していない事業者につきましては、新

たに住宅手当を開始して支給した額、その額について、その上乗せした分、その分につきまして２万円

を限度、従事者１人につき月額２万円を限度に補助金を交付するというものになっています。

また、これは努力義務として規定しているんですが、対象の事業者さんには、市内の事業所に勤務す

る従事者の方に対して、積極的に市内に居住することを働きかけること、次に、午後 10 時から午前５

時の間、また、土曜、日曜、祝日に障がい福祉サービス等を提供すること、３番目が、重度障がい者・

重度障がい児に対して障がい福祉サービス等を提供すること、４番目が、災害時における福祉避難所の

設置・運営に関する協定に締結をすること、５番目が、居宅介護事業所になりますけれども、災害時に

おける要援護者の介護支援に関する協定の締結をすること、こちらの５点が努力義務として設けられて

いますので、なるべくこちらの要件を満たすようにお願いしたいと思います。

こちらの補助金は７月１日から適用となっておりますので、７月分の手当から申請出来ます。

要綱はできましたので、今月中に市内の各事業所様宛にメールでお知らせをして募集を開始する予定

です。補助金についての説明は以上になります。

リーダー：ご説明、ありがとうございました。

ただいまの説明に対してご質問やご意見等ある方、挙手をお願いいたします。

株式会社ダイム、お願いします。

株式会社ダイム：努力義務がわからなかったというか、紙がないので、今度、事業所に送られてくるのには入

っているのかな、それが本当は今欲しかったな。

リーダー：事務局、お願いします。

事務局：そうですね、近々お送りできるかと思いますが、そちらには努力義務、その概要の中に入っているの

と、あとはチェック表といいまして、努力義務ですとか、要件、そちらを満たしているかというのをチ

ェックする項目がありますので、つけて出していただく形になります。よろしくお願いいたします。

株式会社ダイム：じゃ、送られてくるんですね。

リーダー：大丈夫でしょうか。

ほかにご質問ある方、いらっしゃいますか。
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ＮＰＯ法人タオ、お願いします。

ＮＰＯ法人タオ：「自己の名義で契約し」とあるんですけれども、夫が 65 歳でもう定年されていて、夫名義

の住宅という場合はどうなるかとかって、みんな書きますでしょうか。

リーダー：事務局、お願いします。

事務局：こちらは自己の名義と特定していまして、あとは、共同名義でも可能とはなるんですが、ほかの方の

名義であれば該当にはなりません。

リーダー：大丈夫でしょうか。

ほかにご意見、ご質問ある方、いらっしゃいますか。大丈夫でしょうか。

では、次の議題に進めさせていただきます。

議題２平成29年度地域生活支援部会について、事務局から説明をお願いいたします。

事務局：議題２についてご説明させていただきます。議題２資料（１）をごらんください。平成 28 年度の第

４回自立支援協議会地域生活支援部会で出た、平成 29 年度の地域生活支援部会で取り上げてほしい議

題について募った意見、その内容を種類ごとに箇条書きで記載しております。

いただいている意見をご紹介します。

複数の方から多く頂戴している意見が、１つ目、住まいの場についてです。住まいの場の確保が課題

だとか、精神障がい者が一人暮らしを検討するときに住む場所がない、医療的ケアが必要な障がい者は

専門的ケアが必要なので、親と離れてグループホームに住むのは難しい。例えば、難病の方がグループ

ホームでなく、一人暮らしを始めたい場合に、看護師も必要になるし、地域でどのように支えていくか、

システムを考えていけたらよいというような意見をいただいております。

この住まいの場に関して、議題２資料（２）をごらんください。

昨年度実施した障がい福祉に関するアンケート調査の中で、将来の希望する暮らし方という設問があ

りまして、その中でひとり暮らしという回答が最も多かったのですが、それに続いて、グループホーム

で住みたいという回答が多くなっている状況でして、この議題２資料（２）では、現在の市内のグルー

プホームの整備状況を出しております。

平成 29年７月１日現在、浦安市内には 18のグループホームが開設されておりまして、南台五光福祉

協会、ＮＰＯ法人タオ、フレンズ、あいらんど、株式会社ふくしネット工房、有限会社総合福祉サービ

スが運営しており、定員は市内で合計60床分整備されています。

市の障がい者福祉計画では、平成 29 年度末までに 100 床グループホームを整備するという目標を設

定しておりますので、現在は達成は難しい状況です。市では、グループホームの整備費の補助金という

ことで、新築物件の購入費とか、既存の建物の改修費用等、補助を行っております。

また、後ほどの議題で説明する東野地区の複合福祉施設では、18 床のグループホームを整備する予

定です。現状、市ではこの東野地区のグループホームは、より重度の障がいのある方を受け入れていく

ことを考えています。

資料（１）に戻ってください。
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複数の方のご意見として、事業所の人材不足があります。福祉現場の魅力ある職場づくり、人材確保

が課題である、事業所が人手不足、グループホームの世話人の業務があまりに多い、職場の人材育成が

行き詰まっているという意見をいただいております。こちらに関して現状の市の取り組みは、先ほど議

題１で説明した住宅費の補助金が挙げられます。

その他ご紹介すると、東野地区の複合福祉施設について、よりよいものを提案する機会にしてはどう

か。学校の卒業後、グループホームに入りつつ、生きていく力を教えていただけるような療育事業等が

あるとよい。身体が不自由なこどものための高等部の高校ができればよい。軽度の知的障がい者で、難

病指定に入らない特定疾患を持つ場合に、医療費の補助等があるとうれしい。浦安の移動支援の単価に

ついて議論したい。視覚障がい者に関するいろんな問題を話題にしてほしいという意見を頂戴しており

ます。

第１回の部会で、こうした資料があるとよいというご意見もありましたので、お出ししました。これ

らの意見と市の現状を参考に、今年度の議題について議論していただければと思います。

議題２の説明は以上です。

リーダー：ありがとうございます。

こちらに対してご意見、ご質問等がある方、挙手をお願いします。

浦安手をつなぐ親の会、どうぞ。

浦安手をつなぐ親の会：グループホームの資料ですが、定員 60 人で、今埋まっているのは何人かというのが

わかれば教えていただきたいんですが。

事務局：４月１日時点で57名が利用されております。

リーダー：ほかにご意見、ご質問等ある方、いらっしゃいますか。

いちょうの会、お願いします。

いちょうの会：今、１つ困っていることは、当事者の方が親から離れて自立して市のアパートにいるんですね。

たまたま問題を起こして、薬を飲み過ぎたか、飲まないでいて、今、病院に入院しているんですけれど

も、その後、今のところにいられなくなっちゃうので、そういう相談をどこへ持っていったらいいか迷

っている親御さんがいらっしゃるので、障がい事業課に行って、どういう事業者の方が個別にそういう

相談に乗ってくれるのかこの間お話ししたところなんです。結局、親とすれば、定年で、自分たちの収

入も途絶えてきそうな感じで、子どもが生活保護を受けながら入っているんですけれども、そこで何回

か問題を起こしたらしくて、今度は二度と入れないらしいんですね。

退院した場合、自分のうちには帰ってこられないだろうし、どうしたらいいか、障がい事業課さんか

らこういう事業を受け持っている業者さんがありますよということを教えていただけるんでしょうか。

事務局：個別のケースにもよると思いますが、今後、親元を離れて地域で生活していくご相談、どのような障

がい福祉サービスを受けながら生活していくのかというご相談について、障がい事業課でも事業所の情

報等は持っていますが、障がい福祉課に地区担当のケースワーカーがいますので、そちらにご相談いた

だければその方個々に応じたアドバイスや、場合によっては、障がい福祉サービスにつなぐサポートも
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出来ると思います。

いちょうの会：ありがとうございます。

リーダー：ほかにご意見等、ございますか。

浦安市自閉症協会、お願いします。

浦安市自閉症協会：グループホームのことですが、数だけ見ると 60 になっていますけれども、こういう、今

の進捗状況とかを伝えるには数字というのは有効かもしれないんですけれども、やっぱり、入居する当

事者とか、入居させる親というのはそこの施設の内容というのがすごく重要でして、私が直接行ったわ

けではないですけれども、ある施設では、入れるらしいということで行って説明を受けた段階で、自立

までいかなくても自分で全部できる人じゃないと入れませんという門前払いに近いようなことを言われ

たりという話を聞きました。まずは、足りないから数をふやして、後から改善を促していくという手も

あるかもしれないんですけれども、やっぱり、内容というのがとても大事だということをちゃんと押さ

えながら作らないといけない。たくさん、早くつくることも大事なんですけれども、ちゃんと見ていか

ないと、結局、あるんだから入ればとなるかもしれないし、親も１回入れちゃうと、お世話になってい

るから言えないというふうになりがちですし、そこにすごく危機感というか、不安を持っています。

グループホームじゃないですけれども、野菜工場が中止になった話もそうなんですけれども、数字だ

け見て、数字だけ見れば足りているじゃないかというふうになっていて、でも、障がいのある人たち一

人一人、全部同じ人じゃないですし、その人に合ったところに行くべきだし、そこのところすごく大事

だということは、当事者側から常に言わなければいけないし、なので、管理というか、そういうところ

をすごく重要なんだよということをちゃんとチェックしていくということもすごく大事だと思うんです

ね。

なので、例えば、自立支援協議会がそういう役割を担えるのであれば、どういう形ができるかわから

ないですけれども、いいかなって。なんでも、つい事業課の方にお願いしますって言いたくなりますけ

れども、事業課としても施設の方につくってください、やってくださいという立場なのでそれは難しい

と思うので、協力してやれるといいのかなというふうに、今、ちょっと思いました。

本当に数字だけで判断されるということは、すごく嫌だな、違うなというふうに思う事が最近多かっ

たので。確かに足りなくてということで急がなきゃという気持ちはわかるし、私たちもあるんですけれ

ども、そこは大事に、大事にしていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思っています。

以上です。

リーダー：大変貴重なご意見、ありがとうございます。

何か事務局、ありますか。

事務局：本当に浦安市自閉症協会がおっしゃるとおり、ハード面をいくらつくっても、やっぱり中身ができて

いないと全く意味がないと、私たちも思っております。

今回、東野の複合福祉施設の中に 18 名定員のグループホームを整備していくんですが、団体の皆様

や当事者の方からお話を聞きながら、運営面、ハード面、グループホームがどのようなものであれば市



8

民ニーズに沿ったものになるのか、修正を加えながら検討を進めています。

団体の皆様、当事者の方から出ているご意見としては、高度障がいがあるような、重度の障がいのあ

る方の入れるグループホームをつくってほしいとか、医療的なケアが必要な方も利用できるグループホ

ーム、ショートステイかを整備してほしいということです。これらを踏まえて、設計と運営事業者等、

詳細な調整を行っています。

それから、今まではグループホームの一覧を市民の皆様にお渡しして、この中から選んでくださいと

いうやり方でしたが、当事者の方、親御さんが一つ一つ電話をして探すのというのは大変な労力もござ

いましたので、今年度から、障がい福祉課が窓口になって、お客様とグループホーム事業者側とのマッ

チングみたいなものを実施しています。空き状況を常時把握していますので、今あいているグループホ

ームはこんなところですよと、お客様に対してご説明をしています。

以上です。

リーダー：ありがとうございます。

浦安市自閉症協会、大丈夫でしょうか。

浦安手をつなぐ親の会、お願いします。

浦安手をつなぐ親の会：先ほど福祉課でマッチングを行っていますということだったんですが、それは、今現

在、自分の、例えば、うちの子どもの入れるようなところがないなと思う場合でも、今後に備えてエン

トリーというか、入りたいんですという意思表示は必要ですか。

事務局：現状では、近いうちに入りたいという方について受付をしているので、将来的な部分については、登

録していない状況です。

浦安手をつなぐ親の会：そうしたら、自分で何かができるよという情報をまず自分でキャッチして、それから

伺うということになるんですか。

今現在入れるところがないという状態で事前のエントリーは受けていないということですと、新しい

ものが今後ここにできますよとか、できましたというふうな情報をまず自分でキャッチして、それで窓

口へ行くような形になるわけですか。

事務局：障がい福祉課です。グループホームの情報にしてもそうですが、ほかの情報にしても、このような自

立支援協議会の場を活用したりですとか、皆さんが集まるような機会に、例えば、情報提供できること

は常にやっていきたいなと、これからも思っています。

エントリーですが、すぐにでも入りたいという方もいれば、もうちょっと先になるという方もいらっ

しゃると思うので、地区の担当もおりますので、今、こういうふうに考えている、何カ月先とか、２年

後、３年後かもわからないけれども、そういったことを考えているということは我々も知っておきたい

ので、まず相談していただければなと思います。

リーダー：ほかにご意見、ございますか。

ＮＰＯ法人あいらんど、お願いします。

ＮＰＯ法人あいらんど：調整委員会もありで、どこからどこまで話していいか微妙なんですけれども、最近の
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話で、入りたい人がいる、だけれども、順番がある、ちょっと待ってみようということで、優先順位が

あるということがあったりとか、優先順位がある人が入るのかなと思っていたら、やっぱりやめたとい

うことになったので、待ちの状態で、その方は体験だけで、とにかく体験してみようということで体験

されていて、体験したままずっと入りたいというような流れがつい最近ありまして、結局、優先順位っ

て何なんだろうということ、エントリーした者勝ちなのかなというところがちょっとありました。

だから、その辺のシステムが、調整委員会はあるけれども、実際、今あいているという状況が入りた

い人にどうやって届くんだろうという疑問がすごくあります。事業所側としては、あいているから空室

に対しての補助があればいいのかではなくて、一日も早く入って体験して、だめだったら次を探すとか

ということのほうが前に進めると思うんですけれども、優先順位がどうのこうのとか、先にエントリー

した人が先だとかというのがあったものですから、どうしたもんかなという、また、４月に新しくスタ

ートしている調整委員会なので、いろいろもんでいかないと、全然実生活につながらない。本当に入り

たい人が入れないとか、試しで入ったけれども、ずっといたいという人が、もしかしたら、最初に見学

に来た人が優先なのでだめかもしれませんよと言いつつ、私たちは支援しているわけです。最終的には、

やめたということで、その方は今入居されて、本入居になって、やった、みたいな感じで日々過ごされ

ているので、結局、言い出したほうが勝ちみたいな部分があって、あいている部屋に対して、あいてい

ますよ、あいていますよってどこまでアピールするのかということと、あとは、事業所が独自で探した

のはだめなのかなというのとか、調整委員会との絡みが非常に難しいと思います。

だから、調整委員会がきちっと機能するということと、必ず月初めに調整委員会からって連絡が来て、

今何人あいていますかということは言われるけれども、何か出そうな人がいるなとか、例えば、あと、

入院しちゃったので、もしかしたら戻ってこない、空き部屋になるかもしれないとか、だから、ちょう

どいい機会だから体験してみましょうかとか、そういうのは事業所はできるけれども、本入居になると

きに、やっぱり調整委員会があって、優先順位があって、エントリーした人が先とかということが絡ん

でくると先に進みにくいというのがあって、調整委員会がまだ機能し始めていないというところが大き

な課題かなと思います。

入りたい人が、入りたい、入りたいって必死に訴えないともしかしたら事業所まで届かないのかなっ

て、今回、浦安手をつなぐ親の会さんの話を聞いてすごく思いました。入りたいけれどもだめかもしれ

ない、だったら、体験すればいいじゃないという以前のスタンスだったんですけれども、体験するにし

ても支給決定が必要だったりするじゃないですか。体験用に部屋をあけておくような余裕があるわけで

もないので、だから、その辺の絡みも考えて、本当に入りたい人がこのぐらいいるというんであれば、

本当にあいらんどの中につくりたいです、すぐにでも。

だから、ある程度つくるスキルはできているので、あとは補助金みたいなところがあるので、つくり

たいとすごく思っていても、実際、あけてみたら、入る人がいなかったという苦い経験があるので、１

年３カ月入る人がいなかったので、その結果、空き部屋の補助もできたんですけれども、だから、そう

いう意味では、一歩踏み出したいけれども踏み出せない。あとは、18 床でしたっけ、東野にできる 18
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床というところにどのぐらいの障がいの方が入れるんだろうとかあるので、私たちグループホームやっ

ていて日々勉強なんですね。

年をとって必ずお医者さんにかかる。それは、この中にもあるんですけれども、世話人の業務はどこ

からどこまでなんだろう。でも、利用者さんが入ってきたら一生懸命支援しますよね。そうすると、お

互いのスキルアップにもなっていくので、人の手をかりてというと変なんですけれども、支援を受けな

がら生活するということの楽しさだったり、苦しさだったりというのは体験してみないとわからないの

で、体験することは大事だと思うのと、結論は、調整委員会をもうちょっとよく、いい感じにしていく

のが先かなと思いました。

以上です。

リーダー：ありがとうございます。

事務局からは何かありますか。

事務局：障がい福祉課です。ご意見ありがとうございます。今後もグループホームの調整委員会については、

まだまだ是正していかなきゃいけないところもあるかもしれませんし、毎回、グループホームの事業者

さんにも参加いただいております。また、今年度４月からスタートしたものでございますので、少しず

つでも機能あるものにしていくためにも、皆さんからご意見伺いながら今後も進めてまいりたいという

ふうに考えます。

リーダー：ありがとうございました。

ほかにご意見ある方、浦安市自閉症協会、お願いします。

浦安市自閉症協会：グループホームのことを話し合っているのでちょっと水差す感じになっちゃうかもしれな

いんですけれども、先ほども精神の方のお話もあったんですけれども、今までひとり暮らしをしていて、

問題があって戻ってきてどうしようというときに、例えばですけれども、安易にグループホームが空い

ているから入ればいいというふうにならないといいなというのを、ちょっと思ってしまいました。

当たり前のことなんですけれども、その人が望む暮らし方をサポートするということが基本なので、

グループホームができてきて、障がいがある人はグループホーム。行くところができてよかったねとい

う流れがあまりにもできてしまい、グループホームに入るのが当たり前みたいになっちゃうと嫌だなっ

て思います。これは、学校のやり方と似ていて、物理的なものができるとそこへというふうに、流れが

何となくできてしまうので。誰もそういうこと言っていないよといっても何となくできてしまうところ

があるので、そこはまた基本に戻ってというか、その人らしく暮らす場所を探して、それが自分にぴっ

たりのグループホームだった、もしくは、その人は大変でもひとり暮らしがしたいというのであれば、

どういうサポートしたらその人が地域でひとり暮らしができていくかということを考えるということを

忘れちゃいけないなというふうに思いました。

リーダー：ありがとうございます。

株式会社ダイム、お願いします。

株式会社ダイム：わからなかったのが、議題２資料（１）からどうやっていくのかなというのがあって、まず、



11

ここから何かを選んで、あと、残り２回の議題を選んでいくという話をしなくちゃいけないのかと思っ

ていたらどんどん話が進んでいっちゃったので、とりあえずそっちの話を、まず、そうすると、住まい

のことについての話はみんなでできたのかなと思ったりしたので、なんですけれども、市内のグループ

ホーム、今、ここある中では、医療法人がないですよね。というのがあって、私ども介護タクシーなん

で、テリトリーがどうしても広いのでいろんなところ走っている中で、今回すごいなと思ったのが、市

としては船橋市、本中山は船橋市になるのかな、と思うんですけれども、お医者さんがやっている。１

階は、障がいのある方たちのショートステイとグループホームかな、それ以上の階は、今度、介護保険

を使っているような人たちだと思うんですけれども、やっぱり重い方たちが入っている。

何かあったら、先生がすぐ飛ぶので、そうすると、医療法人がすぐ、歩いて３分ぐらいのところにあ

って、行ってくれるから、夜中でも行ける。見学に行ったときも、かなり重い方たちがショートなりな

んなりで入っていたというのがあったんですね。

だから、今これで見ている限りでは、残り 100 まであと 40 床なのかなという考え方はあるんだけれ

ども、重い方たちどうするのっていうのもあって、数ふやしていくのも重要だけれども、あと、その

18 床というものがどういうものででき上がっていくのかが、そっちは恐らく医療系、重い人たちをと

いうことで最初お話していたと思うのでそうだと思うんですけれども、さっき、行ったら自立できてい

ないとだめみたいな話になった、ここで、主な対象というもので、知的なのか、精神なのか、難病なの

かというのが出てはいるけれども、どこまでなのかというのが見えていないから、窓口まで行って、本

人まで連れていって、えっ、という話になるんだとしたら、もう少しそういったものを、例えば、介護

保険でいうと、今、３、４、５じゃないと特養入れないとか、そういうのがあるので、彼らの状況なの

か、何の状況なのか、医療的なケアの状況なのかである程度ちゃんと見えるようにして、それで、こう

いう人たちははなから対象にしていないんだとしたら、そういうものとして行っても無理というものに

していかないと、みんな何か本当に右往左往していて、要らない傷つき方をしたりするのかなというの

があるんですよ。

だから、ここで見る限りでは医療的なものが入ってほしいな、そういったものに対して、例えば、自

立支援協議会として社会資源を掘り起こした上で何か提言をしなくちゃいけないのか、市だけがどこか

の個人の病院にやってくれませんかというわけにはきっといかないと思うので、そういった社会資源を

つくるための何か話、もしくは、働きかけをしていくか、そういったことで、もしかしたら、グループ

ホームの住まいの場についての問題というのは少しずつ、100 床できて、あらっ、というんじゃなくて、

100 床できたときにはそれぞれみんな行き場所があってよかったねという話になれるんじゃないかなと

思うので、社会資源をどうやってつくっていくかとか、そういう働きかけとか、もしくは、提言を自立

支援協議会としてできるんだとしたら、そういう話で持っていって、数だけふやすというのは確かにど

うかなと思いました。

ああいうのできたら、浦安にもあったらいいなと思ったので、そういう先生いらっしゃいませんかと

いう話をするのか、どこかそういうことをやってくれるところがあるかどうかを探していくのか、そう
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いったことをどうやったらできるのかということを考えていくのも必要なのかな。

この場で、困っています、こんな話が出ています、こういう感じの人、レベルという言い方ちょっと

違うと思うんですけれども、こういう医療的なものが絶えず必要な人とか、ある程度自立とはいっても、

高次脳機能障がいの人たちが対応できないこととか、そういったものをもう少しわかるようにグループ

ホームがならないと、行ってだめという話は、実は、私もほかでも聞いているので、もう少し、知的、

精神云々じゃなくて、もっと細かいところで、Ａグループ、Ｂグループ、Ｃグループなのか、要介護度

のような分け方はできないのかもしれないけれども、そういったもので、もう少し見える化ができたら

いいのかなと思います。

あと、ずっと思っていたのが、計画相談の相談員さんが非常に機能していないんだなと思ったんです

ね、直接行ったとかそういう話が聞こえてくるというのは。今、ＮＰＯ法人あいらんどさんにもちょっ

と確認させていただいたんですが、グループホーム入るにしても支給決定がいるとしたら、計画相談員

がそこに介在していないのかなって。当事者の人たちがこれだけ困っている、もしくは、見ていてわか

るのが、前、私が紹介したときに、市の職員の方が紹介してくださるんですけれども、市の職員さんだ

から、法人さんのほうに入れてよとも言えない。

結局、計画相談というのは、もっとそういう意味では、利用者さんの側に立っているはずなので、こ

ういう人はこうやったら入れてもらえるんじゃないかとか、もっとそういう言い方ができると思うんで

すけれども、行政が言うというのは、かなり遠慮した言い方しているんだなと思って見ていたんです。

だから、計画相談、相談員がご家族と一緒になって、こういうものが必要なんです、こういう形でやっ

てほしいんですとか、ここはできるけれども、これはできないけれども、こういう形でクリアできるん

じゃないですかという話をもっと計画相談の相談員が、ケースワーカーはもちろん、市の職員、いると

思うんですけれども、そこに相談しながらでも、もっと動かなくちゃいけないのがそこじゃないかなと

いうのをすごく思いました。

計画相談が全然機能していないんだなという話なんだなと。市とそのまま話をしていて調整するとか、

待機するか、しないかとかという話についても、計画相談、何やっているんだろうなというのをすごく

思いました。だから、もう少しその辺が、計画相談の人たちがきちんと担ってほしい話だと思います。

今回、相談支援部会じゃないので、そういうような話が出ているということを事務局のほうから計画相

談のほうに言ってほしいなと思います。

長々とごめんなさい。

リーダー：ありがとうございます。

今、株式会社ダイムがおっしゃったように、今後の地域生活支援部会の議題の中心となっていくテー

マとして、住まいの場というのが皆さんにとっても、当事者の方にとっても、保護者の方、事業所の方

にとっても一番大切な問題なのかなというのを感じていますので、ここについて、いろいろな立場で意

見を言うとなかなかお話がまとまらないというところもあるかと思うので、ほかの部会でグループワー

ク形式みたいに小グループになってお話し合いをして、意見をまとめていくようなことを、権利擁護部
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会で今年度から始めたようなんです。今、浦安市自閉症協会が権利擁護部会にも参加していて、どうい

う形で話し合いをしているのかというのを、ご意見をお伺いできたらなと思っていますので、浦安市自

閉症協会、お願いできますでしょうか。

浦安市自閉症協会：そうですね、はい、やりました。前半は普通にやって、後半は小グループを３つに分けて、

一応、議題のようなものもあって、それについて各グループでお話をして、最後にどんなお話をしまし

たかということで、代表が発表するという形でした。

小グループなので、多少その議題からずれてもというか、思っていることを言いやすい。本当にテー

ブルで顔を見ながらやったので話しやすかったなというのはありました。ただ、１回では話しやすかっ

たなという感じで終わっちゃうので、こういう形が重なっていくと、やっぱり深い話というか、そうい

うのもできてくるようになるのかなという感じはありました。

以上です。

リーダー：ありがとうございます。

やはり、皆さん、こういうふうに貴重なお時間をいただいて出席されているので、なかなかこういう

大きい場だと、思っていてもなかなか意見が言えなかったりというのもあるかもしれないので、そうい

うグループワーク形式みたいな部会のあり方というのは、皆さん、どうでしょうか。

株式会社ダイム。

株式会社ダイム：わからないんですけれども、４回ある中の、１回、きょう来ました。来たら、まずみんなで

小グループに分かれて話を始めるということなんですか。やり方が、意味がわからない。それとも、こ

れはこれとしてやっていて、このグループ、もしくは、私、まだこのことについて話したいんですけれ

どもというと、別の機会にみんなでまた集まって話していて、この会議に持ってくる……

リーダー：違います。この会の中で何分かというか、20 分なら 20 分ぐらいのお時間の中でグループになって

お話し合いをするという、なかなかこれだと意見が皆さん出ないということもあるので、皆さんの意見、

いろんな意見が出たほうがいいのかなと思っているんですけれども、どうですかね。

サブリーダー、お願いします。

サブリーダー：今の株式会社ダイムの話で、恐らく、議題が出るごとに、何か話題が出るごとにそれをグルー

プで話し合っていたらなかなかそれもまとまりがつかないと思うので、恐らくあと２回、もしかしたら、

２回で別におさめなくても、その次の年にも継続というのがありなのかなと思うんですけれども、１つ

のテーマについてはグループワークをして、それで、それぞれのグループでまとまった意見を発表して

もらって、もし、それが一つの提言につながっていけば、さっき株式会社ダイムが言われたようにいい

のかなと思うんですけれども、恐らく、１つのテーマは決める必要があると思うのと、もう一つは、も

ちろん、こういう場でいろいろとそのテーマだけではないことを、皆さんが意見を言うという、いい場

ではあると思うので、そのグループワークだけではなくて、きょうのこういった場も持ちつつ、１つの

会のうちの、今言われた 20分か 30分ぐらいを１つのテーマでグループワーク、それを続けていくとい

うようなことはいいのではないかなというふうに思います。
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おくればせながらなんですけれども、一番最初に浦安市自閉症協会の言われたことはとても私も同じ

ように思って、それこそ、就労の野菜工場がなくなったときに思ったんですけれどもというところから

全く同じことを私も思って、このグループホームのお話を聞いたときもやっぱり思って、今後、何十床

かというような形で対象者がふえるような形でグループホームがふえていくのであれば、皆さんから意

見もあったんですけれども、まず、どんなグループホームが必要かというようなことをあらかじめここ

で、もちろん、市は市でニーズ調査するんでしょうけれども、ここでそういったことを話して、こうい

うグループホームが必要なんです、ニーズとしてあるんですというようなことを提言として上げること

で、市は市で、それに対してどうやってそういったものをつくっていくか、補助なのか、わかりません、

折衝なのかわからないですけれども、市は市で進めようとしれくれるでしょうし、もしかしたら、ここ

に関係している法人の方たちが今後つくろうというふうに思ったときに、そういった、こういったニー

ズのグループホームが今必要とされているわけなので、そういったところをつくろうかというふうに思

ってくださるところもあるのかなというふうに思うので、ちょっと議題をどこかで決めないといけない

のであれば、今ずっと話し合われていたグループホームということにまずはグループワークするときの

テーマとして１つ挙げてみてもいいのかなというふうには思いました。

もう一つは、実は、議題２資料（１）の中に書かれている、今年度話し合ってほしい議題の中に、１

つは、グループホームと暮らし、住まいのことがあるんですけれども、もう一つは、恐らく、医療系の

ことも結構やっぱり載っているのかなというふうには思っていて、そこを別のテーマでやるのか、もし

くは、グループホームと関連して考えてやっていくのかというのは、また考え方次第かなと思うんです

けれども、まず、グループホームについてそういうグループワーク的なことをやってもいいのかなと思

いました。

リーダー：ありがとうございます。

ほかに。

社会福祉法人市川レンコンの会、お願いします。

社会福祉法人市川レンコンの会：先ほどニーズ調査という、グループホームって、どういうグループホームが

要るのよというような話があったと思うんですけれども、私、グループホーム支援ワーカー、県の委託

でやっていまして、開設支援、開くための支援という位置づけでも、業務の内容として位置づけでもあ

ります。

その中で、実際、グループホームやってみたいんだけれどもとか、土地があるんだけれどもみたいな

相談を受けることもあるんですが、私も、市川、浦安で動かさせていただいている中で、浦安に市川よ

りは暗いというところがあって大変恐縮なんですけれども、そのニーズがどこにあるのかによって、ど

ういうホームが今浦安市民の方が必要としていて、そのためにはどういうハード面にしなきゃいけない

んですかとか、どういう利用面があるんですかというところがわかるようなところが知りたいなとは思

っているところです。

それで、先ほど入居調整会議の中で、名簿が、登録するというお話があったんですけれども、先ほど、



15

事務局の説明では、現実的な人のみだ、みたいな話があったかなという理解だったんですけれども、市

川の話にはなってしまうんですけれども、市川でも似たようなシステムが５年ぐらい前からあるんです

ね。背景とかは違ってしまう、必ず浦安市さんと一緒というわけではないんですけれども、私、入居相

談とか親御さんなり、計画相談の方なり、通所の事業所さんから受けることもあって、市の方がいる前

であれなんですけれども、これが、例えば、こういう重度の方、自閉症の重度の方がいる、身体の方が

いる、区分が６ですとか５ですという方がだんだん名簿を上げてくるというのも、市川に関しては、と

りあえず出しましょうよというような話をします。

その中で、それがニーズ調査を兼ねている部分もあるのかな、区分６の人が多いんだなとか、実は、

就労している人がいっぱいいるんだなとかというところが見えてきたりはしているんです。実は、私は、

市川市の名簿は、市川市役所さんと一緒に管理をしている立場なので、例えば、入居調整会議のような

ものが市川でもあるんですが、その中で、ある程度優先順位まで、浦安市のように点数化されているわ

けではないので、結構、事業所さんと、入居支援者さんと会議開いて決めていくという形にはなるんで

すけれども、その中で、また、この人随分前に出しているけれども全然入れていないよね、何で、それ

は何で、身体的に障がいがあるから、それとも自閉的なものかな、みたいなところが少し見えてくるの

で、グループホームをふやすに当たって、ピンポイントというか、ニーズに沿ったグループホームがふ

えていくというところを踏まえると、浦安市独自でグループホームに関するニーズ調査をしてもいいで

しょうし、その登録の名簿、今上がっている名簿をニーズ調査がわりといったら変ですけれども、そう

いうような流れで活用してもいいのかな、なんて少し思っています。

市川の短所としましては、点数化されていないという部分でもめるという部分が多少ありつつ、ただ、

本当に今こういうことに困って、計画相談の人が会議に出られて、うちの利用者はこんなのが必要なん

です、こういうものが必要なんだということをすごく、言い方は悪いんですけれどもアピールをするん

ですけれども、その中で、そうなんだ、事業所側も、そうなんだ、そんなグループホーム足りないんだ、

こういう人がまだ受け入れられないんだ、みたいなところがあるので、事業所さんも真に感じることが

できたりするんですが、短所としては、知的の親の会とそれに準ずる法人さんが立ち上がっている、市

が主導でつくった制度ではないので、市川市の知的障がいのある方が基本、対象となって、市川市の知

的障がいのあるホームがあいて、そのホームさんがこの会議をやりたいと言ったときだけしか発動しな

いシステムなので、浦安市さんは恐らく６回ぐらいやっているんですかね、なんですけれども、市川市

に関しては、私、この職に着任して３年目なんですが、４回ぐらいしかやっていないというデメリット

もあるので、何がよくて、何が悪いというところは必ずしも言えないんですけれども、そういうシステ

ムがあったりもしまして、なので、私は市川の中では、この待機者名簿と言うんですけれども、登録者

の方の状況を見て、こういうものが足りないんじゃないですかね、みたいなことは、市川の生活支援部

会の中で言えたりはするので、私、すみません、今年度からだったりするものですから見えないところ

が、どこにグループホームが、どんなグループホームのニーズがあるのか見えないところがあるので、

そういう動きも知って開設支援という形でつなげていきたいなと思いますので、そういう要望があると
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いうことをお伝えしておこうかなと思って発言しました。

リーダー：ありがとうございます。

ほかに何かご意見ある方、いらっしゃいますか。

株式会社ダイム、お願いします。

株式会社ダイム：私が決めることではないんですけれども、どうしたらいいかわからないという感じになって

きちゃって、例えば、来て、何分かそうやって分かれて、話をして、また集結してその話を続けるとい

うのが１つだと思うんですね。

あと、例えば、始まりから何分まではこの話題、そこから何分まではこの話題というふうにすれば幾

つかのものがいけるのかな。１個で終わらせると、恐らくあと２回の間で１個解決できるのか、できな

いのかになるのかなというのがちょっとどうなのかなというのがあって、そんなに簡単なことじゃない

のは全部わかっているんです、どの問題も。でも、ここからここまでと、ここからここまでという時間

の帯をつくって幾つかのものが解決、もしくは、同時進行で話ができたほうが、もしかしたらよくない

かなって。

最初の帯いっぱいとって、そこの帯では、時間配分は別にそこでみんなで考えればいいと思うんです

けれども、みんなが話し合いたい話、ばらけて話して、その後話したほうがいいような話なのか、それ

と別の問題なのか。そういうふうにしないと、年４回で、私ここに来てお役に立てているんだろうかと

いうか、何か決まったりとか、何か変わったりするんだろうかという焦燥感があります。だから、いっ

ぱい出てきているじゃない。この問題というのが最初に出てきたら、そこでぶわっとみんな言って、確

かに、それはきっとそれだけ出るだけの問題だったんだと思うんだけれども、それ以外の問題もここか

ら、この時間からはこの話題というふうにすれば、幾つかの問題を同時にできないかなという気もしま

す。

リーダー：ありがとうございます。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ、先にお話しされますか。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：いろんな話を聞いて、グループホームそのものというのが、皆さん、

思っていることだとか、周りの方でグループホームに入れたいという、グループホームの内容、私とし

てはずっと聞いているんですけれども、余りわからないんですね。

グループホームでやるというのが、働く、そこに入って仕事、そこに行って、またそこに帰ってくる

という、そういうグループホームという、そういうイメージしかないんですけれども、私の場合、ここ

で話していることと大分時代がずれているので、本当は言ったってしようがないのかなと思うけれども、

親族が交通事故に遭いまして、死ぬか生きるかで頭を打って２カ月も意識不明で、高次障がいというん

ですか、半年後に退院した後に記憶喪失みたいになって、それで働けなくなって、一緒に同居していま

したので、私たちずっと、ほとんど、３年前に亡くなったんですけれども、そのころグループホームと

か学校の相談というのがなかったので、本人を連れて夫と２人で国府台の精神病院へ行ったり、いろん

なところに行ったり、浦安の駅前にそういう先生というのが浦安にも来たっていうから相談に行ったり、
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今、施設になっている中央公民館の前の保健所に相談に行ったり、随分私も行ったんですね。

目が悪くて、つえついて行ったんです。私しか、親も兄弟もいないものですから、こういうことが親

族にあったときに、どこに相談持っていっていいか、そのころはまだ年も若かったし、市役所でなく役

場だったものですから、そういう相談するということもわからなくて、随分いろんなことで骨折ったこ

とがあるんですね。だから、今のこういうように整っていて、グループホームとかいろんな話して、も

しそこで相談したら、今、入れないから後に回すとかって、そういう問題ではなくて、急に交通事故に

遭って、あしたどうしようって、そういうところに入るにはお金もかかる、誰も見てくれる人、親もい

ないですから、見てくれる人、結局はうちで見るしかなくて、相談をしながら、国府台の病院へ通って、

うちでずっと面倒見て、記憶喪失ですから、働かなくちゃしようがないと思って。だから、そのように

相談しても、その人が話をしても、頭を打ったものですから話がわからないんですよね、時々けらけら

笑い出したり、働けばそこでけんかをして帰ってきちゃう。飲みに行けばだまされて全部の分までお金

を、飲むだけ飲んじゃって、その人たちがいなくなっちゃって、結局うちへつけが回ってくるといった、

いろんなことがありまして、随分、そういう面、精神の面倒みたいなのもあるんですね。

やっぱり、親戚がアパート２棟あって、そこに高齢者がいて、６所帯が２棟だから結構いっぱいいる

んです。それで、今ほとんど高齢者になっちゃって、その高齢者が水道出しっ放し、けんかをした、病

気になった、何とかって、親戚が電話をかけたり、病院に電話して、とかやってやったりね、要するに、

自分のうちでやっているわけですよね。そういう高齢者のこともあって、市役所からは、どうですか、

部屋、まだあいていませんかって、結構場所がよくて安いものであいていないんですね。いっぱい埋ま

っているんですけれども、何しろ中でいろいろ問題があって、こんな高齢者のアパートなんかやりたく

ないって言うんです。

でも、入っている人がみんなひとり暮らしとか、夫婦だけとかいろいろいて、だから、高齢者とそう

いう障がいというんですか、私の目がこんなふうに見えないですから、何を、本当にはいつくばって生

活してきたようになっているんで、皆さん方と話していると、親が健康で、子どもは確かに大変だと思

うけれども、親がそういうふうに子どもの先の先まで心配してそういうふうにやるということは、私は

そういうことはできなかったんですね。

交通事故にあった親族は、そんな世話を焼かせないで亡くなっちゃいまして、前の日までテレビ見て

いたと思ったら、あくる日倒れちゃって、びっくりして医者を呼んだら、これはもう亡くなっているか

もしれないから、だめだ、警察を呼ぶということで、警察が来たりなんかしてすごく大変だったんです

よ。そういう思いをしているものですから、ここで働いているグループホームとか、いろんな、今度は

新しく複合施設ができるとか、いろいろ聞いて、自立支援協議会というのは一体どういうふうなことな

んだろうと私はここへ来てそう思ったんですけれども、私が思っているイメージとは全然違うので、ち

ょっとそういうふうに、順序立ててやったんじゃなく急にそういうふうになった人が障がいになって、

それで、そういうホームに入ったり、本当に家で面倒見られない、本当は入れたいんだけれどもお金も

ない、そういうことでやってきたことがあるものですから、そういうグループホーム、これからそうい
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うものを建てるときに、さっき話したいろんな人が、名前忘れちゃったんですけれども、そういう人が

話したこと全てが、全部それにかかってきて大事なことだと思うんですね。

だから、そういうことをまとめて、まず、あいているからとかそういうことじゃなくて、本当に急に

ぐあいが悪くなって、どうしても自分たちで面倒見られないんだけれども見てほしいということが必ず

あるんですよ。それが、やっぱり、私もいろんなまちの中でそういう話、自分のことですから聞いてみ

ると、あっち行ったり、こっち行ったりいろいろやったんですけれども、やっぱり表向きというか、そ

れはこうしたほうがいいですよ、その人に寄り添ってやってくださいとかって言うけれども、できない

んですよね、私なんか、目が見えないから。暴れて物を投げつける、何はする、かにはする、警察を呼

んで何度もそういう迷惑になっているものですから、そういう経験もしてきたので、グループホームと

かこういう障がい者の集まりで何かその人たちにみんな安心して暮らせる、障がいのある人も、ない人

もという、私もいろんな、自分もわからないけれども、目が見えないからテープを聞いて、いろんな支

援法とかなんとか条例とか全部一応私は読んだんですけれども、本当にそういう思いをした人が話す機

会があればなと私思ってここに来た。

ちょっと余計なことかもしれないけれども、これからそういうふうなものを建てるときに、表向きで

はない、本当にその人が困ったときに、その人をどうしても入れなくちゃ、でも、やっぱり、お金がな

いとか、いろいろそういうことがあって、そういうことももっとぐっと詰めて、相談員とか、そういう

ケースワーカーですか、そういうもの、私も国府台なんかでいろいろ聞いてきましたけれども、いろん

な人と話す機会はあるんですよ。だけれども、できないんです、話聞いても。

やっぱり、要は、家庭の問題なんですよね。周りでこう言っても、自分たちがそれができないんです

よ。そういうことですごく悩んできたことがあったので、これから先、こういうことで、グループホー

ムとか、障がいのある人もない人もみんなで暮らすとなった場合には、家庭の中の、本当に相談に乗っ

て、この人は大丈夫だな、でも、そこに入ってもけんかをして出てきちゃうとか、そこでうまくいかな

くて戻ってきちゃうとかいうこともあると思うんですよ。そういうことなんかも、細かい相談、大変だ

と思うけれども、専門的なアドバイス、私たちみたいなのが相談に行って、少しでも気持ちが落ち着い

て、また面倒見ようかなって、そういうふうに思うような、そういうふうなところを、今度新しくでき

る複合施設ですか、そういう人を置いてほしいなと私は思います。

すみません、余計なことを言って。

リーダー：貴重なご意見、ありがとうございます。

皆さん、必要なときに必要な、そういう場所というところが、これから浦安市の中でつくっていける

といいのかなとすごく思っていて、皆さん、多分いろいろご意見があると思うんですね。

先ほどグループワークでというふうに私から提案させていただいたんですけれども、皆さん、どうで

しょうかね。その辺の、次の第３回の生活支援部会からそういうふうなことを取り入れてやっていくの

がいいのか、今までのこういう会議形式がいいのかというところを決めたいと思うのですが、どうでし

ょうか。
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ＮＰＯ法人あいらんど。

ＮＰＯ法人あいらんど：グループワーク、いいと思います、とても。みんなの前ではちょっと話しづらいけれ

ども、小さいグループであれば具体的な話もしていいかなと思ったり、さっきいちょうの会さんがおっ

しゃった、病院から退院してきたらどうしよう、まず、今どうしよう、みたいなことは、私も福祉課か

ら直接退院してきた人を受け入れたという経験もありますし、それで、いろんな計画相談とか、とにか

くワーカーさんたくさん動いて、ものすごく力を発揮されて、こんなにたくさんの人が一人の人に支援

してくれるんだなって初めてわかったんですね。その話を、浦安市視覚障害者の会トパーズクラブさん、

したいなととても思いました、今。

なので、ただ、公の場で言っていいのかどうか、個人のお名前も出せませんし、もちろん。だから、

小さいグループの中でこんなことありましたよとか、うん、うん、って聞くという、その結果、中心に

なる方がまとめて、こんな話が出ましたよと最終的に発表してくだされば、うちのチームで話さなかっ

たことを最後に聞くという、それをまとめて次につなげていくということが、その場にいたという存在

感もあるし、ただ、人の話を聞いて帰ったというよりは、自分のグループでこんな話が出たというすご

く貴重な経験だと思うんです。名前を挙げてここに来ている限り、やっぱり、そこはきちっとやってい

かなきゃいけないかなと思うので、グループワーク、非常に賛成です。

以上です。

リーダー：ありがとうございます。

サブリーダー、お願いします。

サブリーダー：もし、問題なければグループワークをやるということで、テーマをどうするか、先ほど株式会

社ダイムが言われたように、１つだけじゃなくて複数のを並行的にやって、同時並行的にやってもいい

んじゃないかというお話もあったんですけれども、１つは、先ほどから話題に上がっていたグループホ

ームのニーズというようなところでいいのかなというふうに思うんですけれども、もし、株式会社ダイ

ムも含めてほかに同時並行的にやってもいいんじゃないかというようなものがあれば、幾つかやっても

いいのかなと思いますし、とりあえず１つというのもありだと思うんですけれども、その辺について何

かご意見があれば私も聞いてみたいなと思うんですけれども。

リーダー：ご意見ある方、いらっしゃいますか。

浦安手をつなぐ親の会、どうぞ。

浦安手をつなぐ親の会：もしグループワークで分けるのであれば、当事者の親としては、やっぱり住まいの問

題というのがすごく外せないところなんですが、今までの流れからいくと、事業所さんのほうで人材不

足とか、こういう補助が欲しいという話もすごくきっと大切だと思うので、グループホームに関しては、

うちの事業所関係ないから言うことないや、とかになっちゃうこともあると思うので、人材不足のほう

は人材不足のほうで、住まいのほうは住まいのほうでという分け方でもいいのかな。親としては、人材

不足のほうに口を出すところがなくて聞く一方になってしまうので、そうであれば、それぞれが自分の

言いたいところで意見を出し合うというのでもいいのかなと思います。
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リーダー：ありがとうございます。

人材不足のこと、今、浦安手をつなぐ親の会がおっしゃっていて、今回、住宅補助というところで、

市の補助というところがあって、１つその部分では、事業所にとっては、少しメリットの部分があるの

かなと思いますので、事業者としてもやっぱり保護者の方がどういうニーズで、グループホームをつく

ってほしいのかというのも聞きたいというところもあると思うので、ぜひ、いろんな人たちが入ったグ

ループに、それは事務局のほうでグループをつくるのはお願いしたいと思うんですけれども、いろんな

人が入って話し合うのがいいのかなと思うのですが、何かほかにご意見ある方、いらっしゃいますか。

株式会社ダイム、どうぞ。

株式会社ダイム：１時間半でしたっけ、これ、基本は、２時間、そうしたら、例えば、最後の１0 分は何かに

とっておいて、そこまでの１時間 50分、例えば、40分、40分……そういうふうに住まいについてとい

うの何十分ばっとやって、例えば、事業所の人材不足についてというのをやって、みたいな、時間割を

少し決めたほうがいい気がするんです。

実は、私どもは、確かに事業所のほうなので、当面、本当に困っているのは人材不足、ただ、どうし

ていいか本当にわからないという、募集しても来ない。こういう補助をしてもらっているのがわかって

いても、それでも来ない。どうしたらいいか本当にわからないので、そういうのは、もしかしたら、別

の人の意見を聞いたらうれしいかなというのも実はあります。

私は私でグループホームも心配だから、あそこにこんなのあったし、こんなのあったし、こんなのあ

ったからこんなふうにしたらいいんじゃないかというのも話したいから、別のグループにされちゃうと

寂しい気がします。だから、できれば、この時間帯はこのことについてみんなで、グループ分けした後

で話し合う、また持ち寄って、20 分みんなでグループワークしたら、残りの 10 分でみんなで、全員が

こんな話ありました、また、残り、次の何分かで別の話をして、残りのそれでこんな話になりましたっ

て、最後、お知らせがあるんだったらお知らせしてもらったりとか、そういうの、いかがでしょうか。

リーダー：すごくいいと思います。

ここで皆さんに、こういう形で次回からグループワークを取り入れて地域生活支援部会をやっていく

かどうかというのを挙手していただいて、賛成多数の場合はそのようにさせていただこうかなと思いま

すが、事務局、どうでしょうか。それでいいですか。

では、次回からそういうグループワーク形式を取り入れてよいと思われる方は挙手お願いします。

（賛成者挙手）

リーダー：挙手全員でございますので、次回からそのような形で、時間割等は詰めさせていただいて、事前に

皆さんにご案内できるようにさせていただければと思います。もう少し、先ほど、株式会社ダイムがお

っしゃった船橋市にあるような、そういう施設見学等とかも、有志で浦安にこういうのが欲しいという

のがあれば、他市とかいろんな他県とかでいいモデルでやっていらっしゃるところとかすごくあると思

うので、有志で見学に行ったりするのもいいのかなと思っていますので、そういうのもまた提案をさせ

ていただければと思います。
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議題２は以上でよろしいでしょうか。

では、次に、議題３障がい者福祉計画の策定について、事務局から説明をお願いいたします。

事務局：議題３障がい者福祉計画の策定について、議題３資料（１）（２）というＡ３の資料、２枚あります、

そちらをごらんください。

議題３資料（１）計画の骨子と重点項目について、左側に現計画の浦安市障がい者福祉計画の体系骨

子が書かれています。真ん中にはアンケート結果。昨年度障がいのある方、手帳所持の方に実施したア

ンケート結果から導かれた主な課題を入れてあります。右側には新しい 30 年度からの障がい者福祉計

画の体系骨子の案を載せてあります。

時間も押してきましたので、地域生活支援部会に関係のあるところだけご説明いたします。

まず、現計画の施策の体系で言いますと、５番の雇用・就労支援の推進。これは重点項目になってお

ります。基本施策は、障がい者雇用の推進と就労支援体制の充実と、福祉的就労の促進となっていまし

た。

アンケート結果から導かれた課題を見ますと、５番目の雇用・就労というところです。働くために必

要なことというアンケートの設問に対して、一番多かったのが、障がいに合った仕事であること、こち

らが 24.9％。次に、勤務時間や日程を調整できることや、周囲が障がいに対して理解があることが高

くなっています。

また、暮らしやすくするために充実してほしいことという設問に対しても、24.7％で３番目に障がい

者雇用の推進というものが入っていました。

障がいの理解を深めるために必要なことという設問では、障がいのある人が積極的に社会に進出する

というのが23.5％で２番目でした。

こういったことから、新しい障がい者福祉計画の体系骨子案では、雇用・就労支援の推進は重点項目

としたいと考えています。

全体的に言えることは、雇用・就業でも、周囲が障がいに対して理解があることとあるように、理解

が進むことが求められています。アンケート調査結果等からの主な課題の一番上の啓発・広報に関して、

市民の方に理解を深めるために必要なことというアンケート結果では、学校での福祉人権教育が１番で、

イベントを開催するが４番に入っていました。こういったことから、障がいに対する理解の促進が重要

であるとわかりましたので、新しい施策の体系骨子案では、１番の理解と交流の促進を、新たに重点項

目として挙げています。

右側の新しい計画の体系骨子案は、まだこの１番を重点項目に案として挙げているだけで、現計画の

体系骨子と同じようになっています。今回、６年間の計画の３年目の見直しなので、基本的には前年度

を踏襲するようになっていますが、今後、団体ヒアリング等を実施し、その結果等を踏まえて、重点項

目等を修正して体系を作成していきます。

続いて、議題３資料（２）。こちらは冊子の目次構成です。一番左に現在の計画の目次構成がありま

して、真ん中には国の第４次障害者基本計画骨格案と国が示す基本指針等ということで、国の計画の指
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針を示してあります。一番右側に新しい計画の目次構成案を載せてあります。

前回の部会で、障がい福祉サービスの見込み量や確保策について記す、障害福祉計画第２編の国の基

本指針は大体お話ししましたが、②第４次障害者基本計画、浦安の計画でいうと第１編の障がい者計画。

その国の基本計画が、まだ内閣府で作成中です。最終的に決まるのは秋ぐらいとのことですので、こち

らは国の会議で出されている基本計画の案を載せてあります。

構成は、基本理念があり、基本原則、そして、３番に各分野に共通する横断的視点というものがあり、

最後に、各分野の障害者施策の基本的な方向となっています。

国も、大体、第３次障害者基本計画を踏襲しているんですが、今回は国際的な障害者権利条約に日本

が批准して以降初めての障害者基本計画になるので、障害者権利条約の理念を意識した、整合性を大事

にした構成になります。以下例をいくつか挙げます。

３番の各分野に共通する横断的視点の（４）障害者特性に配慮したきめ細かい支援。こちらに重症心

身障害その他重複障害の理解や施策の充実というものが入りました。

（５）障害のある女性、子供及び高齢者の複合的困難に配慮したきめの細かい支援も新たに入りまし

た。

また、Ⅲ各分野における障害者施策の基本的な方向も、意思疎通支援の充実が加えられ、２番の情報

アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実となりました。

３番の防災、防犯等の推進は、前回は安全・安心という方向だったものが、防災、防犯に文言が変わ

っています。

４番の差別の解消、権利擁護の推進も、追加で虐待の防止が入りました。

以上が前回の基本計画から変わったところです。

最後に、④浦安市の障がい者福祉計画の目次構成（案）について。こちらもほとんど前回を踏襲して

いますが、今回、障がい児福祉計画が新たに義務づけられたので、今まで障がい福祉計画の中に障がい

児の福祉計画も盛り込んで目次をつくっていましたが、別建てで第３編として障がい児福祉計画を上げ

る案としています。

今後、目次構成についても、ヒアリングなどを行いますので、その結果を受けて、それから、次回に

は、この計画冊子自体の素案のようなもの、全部だとすごい量になってしまいますので、地域生活支援

部会にかかわりのあるところについて、出せるかと思いますので、素案に対するご意見も伺いながら、

修正を加えていきたいと思います。

以上です。

リーダー：ありがとうございました。

ただいまの説明に対し、ご質問やご意見はありませんか。

株式会社ダイム、どうぞ。

株式会社ダイム：ご意見とお願いなんですけれども、とても真面目な資料なんだと思うんですけれども、でき

れば、ここが変わったというところだけ色分けとかしておいてもらうと、さっき重ねてみたら、ここに
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何か入っただけだよねとか、そういうものになるとすると、そういう説明のほうが実はわかりやすいし、

頭に残るというか、追加になったのがどこですよっておっしゃってくださったので、それをマーカーし

ていかなくちゃいけないんだけれども、それが前もって、ここがこうなっていますというのがあれば、

そうでなければ、あと全部一緒なんだものというので考えると見やすいし、わかりやすいかなと、お願

いします。

リーダー：ありがとうございます。

事務局、その辺はまた次回……

事務局：次回は変更したところがわかるように書類をつくってきたいと思います。ありがとうございます。

リーダー：ありがとうございました。

ほかにご意見、ご質問ある方、いらっしゃいますでしょうか。

いらっしゃらないようなので、次の議題に進めさせていただきたいと思います。

議題４その他ということで、東野地区複合福祉施設について、事務局から説明をお願いいたします。

事務局：議題４資料（１）東野地区複合福祉施設の計画の変更についてという資料をご覧下さい。

前回、前々回と東野の複合福祉施設を整備していくという説明したと思います。もともと浦安市内の

既存施設の老朽化ですとか、狭隘化、また、国の指針の中で、相談と体験の場であったりとか、緊急時

の受け入れが可能なグループホーム、ショートステイ、専門性のあるもの、地域の体制づくりなど、い

ろいろ機能の入った地域生活支援拠点を、当初、平成 29 年度末までに各圏域、もしくは市町村に１カ

所整備するということで打ち立てられておりました。

東野の複合福祉施設については、通所棟と居住棟の２棟建てで当初、計画していました。資料をごら

んになっていただくと、左の部分が変更前です。４階は、ソーシャルサポートセンターという精神に障

がいのある方の地域活動支援センターということで、定員 30 名程度です。３階は、社会福祉協議会の

事務所とファミリーサポートセンター、ボランティアセンター。２階は、運営事業者が決まっているん

ですが、佑啓会が運営をする生活介護事業所、定員 40 名のもの。１階は、身体障がい者福祉センター、

現在、総合福祉センターの１階にある施設です、定員 35 名程度のものを、当初、基本設計を含めて計

画を進めておりました。

このような中で、今年の春松崎市長から内田市長にかわりまして、新市長のもと、「浦安大好き」と

いうことで、継続と刷新の合い言葉のもと公平・公正な市政運営を実現するために、東野地区の複合福

祉施設のみならず、施策事業の総点検を行いました。そのようなことから東野の複合福祉施設も、再点

検を行いまして、当事者の方も含め、市民の方、利用者のために使う施設ということで、若干、変更を

検討しております。

社会福祉協議会は、現状の事務所機能という点で、新設の建物に入れるのは不適切ではないかという

ことで、事務所の部分は既存の総合福祉センターの２階に残して、代わりに今、パーソナル・アシスタ

ンスともが運営事業者として実施している、地域活動支援センターⅠ型、今川と新浦安駅前２カ所で整

備して運営しております。それを１カ所に集約して、東野で整備していきたいと考えております。
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新浦安駅前の地域活動支援センター部分は、６年前の震災の影響で雨漏りがあったりとか、用途的に

かなり使いにくいということもありました。また、東野の複合福祉施設を整備するに当たって、各障が

い者団体様からヒアリングを実施している中で、例えば、視覚障がいの方からは、パソコン教室ができ

るようにしてほしいとか、軽度発達障がいの方からは、集える場を改めて整備してほしいとか、ご意見

をいただく中で、それらを踏襲して既存の地域活動支援センターと合わせて整備していきたいと考えま

した。

あわせて、指定特定相談支援と障がい児相談支援についても、現在、浦安では支給決定を受けて障が

い福祉サービスを使っていらっしゃる方が 685名いらっしゃいます。そのうち、事業所による計画相談

が手いっぱいで立ててもらえず、セルフプランになっていらっしゃる方が 68 名いらっしゃいます。そ

れから、障がい児通所支援、これは障がい児の計画相談の部分ですが、サービスを受けられていらっし

ゃる方が 404 名、うちセルフプランの方が 84 名ということで、全体の 20.79％の方が事業者によるプ

ランニングではなくてセルフプランになっている状況があります。

近々の情報ですと、浦安市民の方の計画をつくっていただける登録のある事業者が９つあるうち、３

事業所のみしか新規の方の受け入れができません。このように、浦安市内に計画をつくれる事業者が、

もちろん、中身の部分もすごく大事ですが、育っていないという現状を踏まえて、指定特定相談支援と

障がい児相談支援事業についても、面接室等の機能、事務所と面接室等の機能にはなってくるんですが、

それらも含めた形で新たに社会福祉協議会から３事業に変更したいと考えております。

これらは、市のほうで考えた部分になりますので、これから障がい者団体へのヒアリングを実施して

いく中で、皆様からご意見をいただきながら、いいもの、ニーズに沿ったものということで、新たに整

備していきたいと考えております。

以上になります。

リーダー：ありがとうございました。

ただいまの説明に対してご質問やご意見等ある方、挙手をお願いします。

社会福祉法人サンワーク、お願いします。

社会福祉法人サンワーク：東野地区の複合施設の件ですが、ソーシャルサポートセンターは４階に入る予定で、

地活のⅡ型ということでやっているんですけれども、１個聞きたいのが、３階にも地活が入るというこ

とで、同じ建物に地域活動支援センターが２つというのが必要なのかなというのがちょっと疑問と、浦

安市はそんなに広くない市ですけれども、地活が市内のいろんなところ、自分の近所にあったほうが利

用者の人は自転車で行けていいのかななんて思ったりして、あとは、例えば、社協とかが入っていれば、

ボランティアの人とか保護司の人とか、民生委員の人とか、あとは、けがしちゃって車椅子借りに来る

市民の人とかという、福祉、障がいを持っていない人も出入りするような感じかななんてイメージして

いたんですけれども、こういうふうに、ともとかが入ってくると完全に障がい者しかいない建物みたい

な、東野という場所にありながら、割と一極集中していて、一般市民の人は入りがたいというか、用事

がないかなっていう気がしました。
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事務局：もちろん、これから複合福祉施設に入られる各機関の皆様にもヒアリングを実施して、よりよいもの

ということで考えております。

それから、説明が漏れてしまいましたが、社会福祉協議会の事務所の部分が抜けるという、もともと

の部分を総合福祉センターに置くということなので大幅な変更はないです。地域福祉センターが各階に、

住民説明会では説明したんですが、約 10 部屋整備する予定です。こちらは、もちろんボランティア団

体さんであるとか、障がいの当事者の方であるとか、各関係機関であるとか、あと、この施設自体、地

域に開かれた施設ということで、ある程度条件はつけていくのか、これから検討していくんですが、地

域の方も使える、自治会、会ということで使えるようなものであるとか、東野複合施設の１階に広場な

んかも整備していきますので、障がい者の施設限定というわけでもないです。

居住棟の部分についても、地域生活支援拠点の機能を持つグループホームと多機能、これは障がいの

ある方の支援の部分ですが、それ以外に、子育て短期支援事業所ということで定員３名のショートステ

イ、それと、定員７名のトワイライトも複合的に整備していく予定です。詳細については、また後ほど

ヒアリング等でいろいろお話を伺いながら検討していきます。

以上です。

事務局：地域活動支援センターの件ですが、このⅠ型については、市としては重要な機能として考えておりま

す。この機能、今、補助事業として事業者に一部場所を借りていただいて運営しているという状況があ

ります。

また、新浦安駅前複合福祉施設については、先ほども説明があったように、震災後の老朽化が激しく

て、５年、10 年先を考えたときに、やっぱりこの機能は維持するべきだという判断でここの３階に移

すという判断をしました。この点、ご理解いただければと思います。

以上です。

リーダー：ありがとうございます。

ほかにご意見、ご質問ある方。

株式会社ダイム、お願いします。

株式会社ダイム：中身のことについていろいろ変わる可能性があるということなんですけれども、それで、２

つあるんですけれども、１つが、中身がいろいろ変わりそうという話で１年延びちゃうのかなという、

何かちょっと、えっ、というぐらい１年って長いなと思ったのと、建物自体が変わらなくちゃいけない

のかな、何かその辺がちょっとわからない、１年も延びちゃったんだなというのと、地活Ⅰ、現時点で

は補助4,042万円出ていると思うんですけれども、それはこのときもそういう形で公募するの。

リーダー：事務局、お願いします。

事務局：整備時期について、国の基本指針では地域生活支援拠点の部分について平成 29 年度末までに整備す

るものだったんですが、今年の２月に新たに国の指針が出まして、全国的に整備状況がかなりおくれて

いる現状を踏まえて、平成32年度末までにということで３年間延長になっております。

また、これを理由とするわけではありませんが、新市長のもとに事業の総点検を行って、新たに社会
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福祉協議会の部分が機能の変更を進めていくという検討を始めましたので、基本設計や実施設計の部分

に計画の変更をかけているということも踏まえて、本オープンについては平成 32 年４月ということで

１年間遅れる予定になっております。

それから補助金ですが、先ほど課長からもご説明したとおり、地域活動支援センターⅠ型については

補助金を 4,046 万円出して運営事業者がⅠ型事業を実施しているんですが、今回、新たな建物の中に整

備、移転する予定ですので、現状の補助要綱等も見直しを行って実施していくことを検討しております。

リーダー：ありがとうございます。

株式会社ダイム、お願いします。

株式会社ダイム：居住棟は変更なしなんですよね。要は、待っている人がいるというのを肌で感じていて、今

の、例えば、一時ケアセンターだっけ、年間 20 泊までとか、そういう制限があって、市外のいろんな

ところに行かなくちゃいけなかったりとかという方たちがいて、待っている方たちがいて１年も延びち

ゃうのちょっとすごいなと思ったので、居住棟だけでもあかないんですか、変更なしだとして。

リーダー：事務局、お願いします。

事務局：当初、31 年４月オープンということで進めて、各団体、皆様にもヒアリングを実施している中で、

具体的に、そういうのも想定してつくるべきなんでしょうけれども、例えば、医療的ケアの必要な方を

支援できるようなものであったりとか、子育て短期支援事業所についても、敷地を通らないでできるだ

け近い軌道の中で入れるような入り口を設置してほしいとか、市民の方からいろいろお話を受ける中で、

基本設計、実施設計の部分が変更になってきているということもあり、大変申しわけないんですけれど

も、どうしても１年延びてしまうという状況です。

リーダー：ありがとうございます。

ほかに。大丈夫でしょうか。

では、続きまして、第３回「障がいのある人もない人も！かがやくまちうらやす」について、事務局

から説明をお願いいたします。

事務局：お手元にお配りしているのは、昨年度の第２回のこのイベントのチラシになります。今年度も第３回

を実施する予定でして、今年度は11月 11日土曜日に行います。

目的としては、障害者差別解消法ですとか、本市で策定した差別解消の推進に関する条例、また、障

がいや障がいのある方に対する理解を深めてもらうという周知・啓発のためにこのイベントを行います。

内容は、ステージでの障がい者団体さんですとか市民団体さんによるパフォーマンス、出店ブースは、

障がい福祉事業所、福祉関係の団体さんに出店していただきます。また、裏面にクイズラリーというか、

周知・啓発に関するクイズに答えて景品をもらうというようなこともやっています。

おおむね今年度も同じようなやり方でとは考えておりますが、権利擁護部会でこの周知・啓発のやり

方、何かアイデアないですかということをご意見もいただいておりまして、今年度はもっとより当事者

の方が活躍したほうがいいんじゃないかとか、もっと障がいについて理解を深めるために体験ができる

ようなのがいいんじゃないかということもご意見いただいていて、身体障がいだけでなく知的や精神の
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ことも理解を深めていけるような体験の場を設けたり、キャラバン隊にご参加いただいたりということ

を検討しているという状況です。

皆様におかれましても、何かご意見、アイデア等ございましたら、障がい事業課まで教えていただけ

ればと思います。

議題４資料（２）の説明は以上になります。

リーダー：ありがとうございました。

ただいまの説明に対してご質問等ございますでしょうか。

それでは、本日の議題は全て終了となります。

ソーシャルサポートセンターさんからこちらのチラシ、説明を。

社会福祉法人サンワーク：カラーで配らせていただいたチラシなんですが、毎年、ソーシャルでは市民向け精

神保健福祉講座ということでイベントを行っております。

今年度は９月 13 日に新浦安のＷａｖｅで国府台の精神科医の柳澤先生にいらっしゃってもらって、

精神疾患のことについて講座があります。今回の精神保健福祉講座は、第１回が来月、９月 13 日で、

ピンク色で囲ってあるところに 10 月にあと２回、テーマを分けて全部で３回、シリーズで行います。

ご予約制ではないので、お時間ありましたら、ぜひ、お越しいただければと思います。よろしくお願い

します。

リーダー：本日の会議はこれで終了とさせていただきますが、最後に委員の皆様、また、事務局から何か連絡

事項があれば。

特にないようなので、それでは、本日の部会はこれで終了とさせていただきます。

次回の会議は、10月 26日、木曜日を予定しております。

本日はありがとうございました。



浦安市自立支援協議会地域生活支援部会（平成 29年度第２回）

次第

平 成 29 年 ８ 月 17 日 （ 木 ）

午 後 １ 時 30 分 ～ ３ 時 30 分

本 庁 舎 ４ 階 会 議 室 Ｓ ２ ・ ３

１．開会

２．議題

（１）障がい福祉サービス等従事者住宅手当支給事業費補助金について

（２）平成 29 年度地域生活支援部会について

（３）障がい者福祉計画の策定について

（４）その他

・東野地区複合福祉施設について

・第３回「障がいのある人もない人も！かがやくまちうらやす」について

３．閉会



浦安市障がい福祉サービス等従事者住宅手当支給事業費補助金交付要綱（抜粋）

１．趣旨

障がい福祉サービス等に従事する者の確保及びその離職の防止を図るため、

障がい福祉サービス等事業者が行う住宅手当の支給に要する経費の一部に対

し、補助金を交付するもの。

２．用語の定義

(1) 障がい福祉サービス等 次に掲げるサービス又は施設をいう。

ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

17年法律第123号。以下「法」という。）第５条第１項に規定する障

害福祉サービス

イ 法第５条第16項に規定する相談支援

ウ 法第５条第24項に規定する移動支援事業

エ 法第５条第25項に規定する地域活動支援センター

オ 浦安市障がい者等日中一時支援事業の実施に関する規則（平成19年

規則第44号）第２条第４号に規定する日中一時支援

カ 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第６条の２の２第１項に規定

する障害児通所支援

キ 児童福祉法第６条の２の２第６項に規定する障害児相談支援

(2) 障がい福祉サービス等事業者 障がい福祉サービス等を提供し、又は運

営している事業者をいう。

(3) 障がい福祉サービス等従事者 障がい福祉サービス等事業者が運営する

市内の事業所において、障がい福祉サービス等の業務に従事し、かつ、直

接利用者の支援を行っている者（専ら事務作業に従事する者を除く。）で

あって、次のいずれにも該当するものをいう。

ア 障がい福祉サービス等事業者に正規職員として雇用されている者

イ １日６時間以上かつ月20日以上の勤務をしている者

議題１資料



３．補助対象者

市内に事業所を設置している障がい福祉サービス等事業者

４．補助対象経費

補助対象者が、障がい福祉サービス等従事者であって次のいずれにも該当

するもの（以下「補助対象従事者」という。）に対し支給する住宅手当（こ

れに類するものを含む。）。

(1) 市内の賃貸住宅（自己の名義で契約し、その賃料を自ら負担するものに

限る。）に居住する者

（2） 他の機関等から住宅手当を支給されていない者及び住宅手当を支給さ

れている同居人がいない者

(3) この要綱に基づく補助金の支給の対象となった最初の月から起算して５

年以内の者

５．補助金の額

補助対象従事者１人につき月額20,000円を限度とする。

６．適用日

平成29年７月１日から適用する。



議題２資料（１）

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で出た主な意見

（平成 29 年度地域生活支援部会で取り上げてほしい議題について）

○住まいの場について

・住まいの場の確保が課題。

・精神障がい者が一人暮らしを検討するときに、住む場所がない。

・医療的ケアが必要な障がい者は、専門的ケアが必要なので、親と離れてグループホームに住

むのは難しい。

・例えば難病の方がグループホームでなく一人暮らしを始めたい場合に、看護師も必要になる

し、地域でどのように支えていくかシステムを考えていけたら。

○事業所の人材不足について

・福祉現場の魅力ある職場づくり、人材確保。

・事業所が人手不足。

・グループホームの世話人の業務があまりに多い。

・職場の人材育成が行き詰っている。

○その他

・東野地区複合福祉施設についてより良いものを提案する機会にしては。

・学校卒業後、グループホームに入りつつ、生きていく力を教えていただけるような療育事業

等があると良い。

・身体が不自由なこどものための高等部の高校ができれば良い。

・軽度の知的障がい者で、難病指定に入らない特定疾患を持つ場合に、医療費の補助等がある

とうれしい。

・浦安の移動支援の単価について。

・視覚障がい者に関する色んな問題を話題にしてほしい。



施 設 名 称 主な対象 運 営 法 人 所 在 地

1 グループホームねこざね 知的 （福）南台五光福祉協会 猫実１丁目

2 タオ１ 北栄４丁目 2人

3 タオ２ 北栄４丁目 2人

4 タオ３ 北栄４丁目 2人

5 タオ４ 北栄４丁目 2人

6 タオ５ 今川１丁目 1人

7 タオ６ 北栄４丁目 2人

8 ホームフレンズ１ 今川３丁目 4人

9 ホームフレンズ２ 今川２丁目 6人

10 ホームフレンズ３ 今川３丁目 4人

11 ホームフレンズ４ 今川３丁目 4人

12 ホームフレンズ５ 今川３丁目 6人

13 ホームフレンズ６ 今川３丁目 2人

14 ホームフレンズ７ 今川２丁目 2人

15 オフタイムハウスあいらんど 知的・精神 富士見５丁目 4人

16 オフタイムハウスアイランドプラスワン 知的・精神 当代島１丁目 1人

17 うらら 身体・知的・精神・難病 （株）ふくしねっと工房 富士見４丁目

18 フェロウ 身体 （有）総合福祉サービス 富士見３丁目

合 計

議題２資料（２） 市内グループホーム整備状況 （平成29年7月1日現在）

定 員

5人

身体・知的・精神・難病 NPO法人タオ
11
人

6人

60人

知的・精神 NPO法人フレンズ
28
人

NPO法人あいらんど 5人

5人



計画の骨子（体系）と重点項目について
（現）浦安市障がい者福祉計画の体系骨子

アンケート調査結果等からの主な課題

（新）浦安市障がい者福祉計画の体系骨子（案）

基本理念 全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互

に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現
基本理念 全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相

互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現

施策の方向性 基本施策 施策の方向性 基本施策

１．理解と交流の促進

①啓発の推進

②市民との協働による支援活動の
促進

③交流機会の拡充

〇啓発・広報
障害についての理解が深められるよう、福祉人権教育の充実が求め
られており今後、障害者基本法や障害者差別解消法の目的とする共
生社会の実現に向けて、障がいへの理解、差別や偏見の解消のため、
福祉教育ならびに周知啓発を行っていくことが必要です。

〇生活支援
福祉サービスに対する多様なニーズが見られる中、個々の障がいの
ある人のニーズや実態に応じて適切な支援が行えるよう、居宅介護
や生活介護、短期入所などの在宅サービスの量的・質的な充実が必
要です。
成年後見制度について知っている人は少なく、成年後見制度の利用
を促進するため、周知を図るとともに、権利擁護を担う専門的人材
の育成確保にも取り組んでいくことが必要です。
また、今後（将来）の暮らしについて、緊急時の対応のニーズが高
く地域共生における体制づくりが必要です。

〇生活環境
通勤・通学・通院等の外出のためには、必要なこととして「バス・
電車乗車券の補助」が最も高く、次いで「道路の段差解消や歩道整
備」「タクシー代の補助」が高く、経済的な助成を求めているととも
に、「ユニバーサルデザイン」の導入を進めていくことや、災害時に
おける安心安全の確保等に向け、地域全体で取り組んでいくことが
必要です。

〇教育・育成
自由意見から、専門的な相談機関や身近な相談の場が求められてお
り、一人ひとりの状況に応じたきめ細かな保育・教育がなされる体
制の強化を図るとともに、関係機関と連携した支援体制・相談体制
の充実と情報共有を推進していくことが必要です。

〇雇用・就業
働くために必要なこととして「障がいに合った仕事であること」が
最も高く、次いで「勤務時間や日数を調整できること」や「周囲が
障がいに対して理解があること」が高くなっています。就労環境の
改善、需要の喚起による就労環境の創出に積極的に取り組んでいく
ことが必要です。

〇保健・医療
暮らしやすくなるために、充実してほしいこととして「保健・医療
サービスの充実」が最も高く、次いで「生活安定への支援」となっ
ています。さまざまな障がいに対応できる専門性の高い支援体制が
求められており、状況に応じたきめ細かな支援のための取組を推進
していくことが必要です。

１．理解と交流の促進
【重点】

①啓発の推進

②市民との協働による支援活動の促
進

③交流機会の拡充

２．福祉・生活支援の
充実【重点】

①相談支援の充実

②在宅福祉サービスの充実

③日中活動の場の充実

④住まいの場の充実

２．福祉・生活支援の充
実【重点】

①相談支援の充実

②在宅福祉サービスの充実

③日中活動の場の充実

④住まいの場の充実

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

②保健・医療・リハビリテーション
の充実

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

②保健・医療・リハビリテーション
の充実

４．子どもへの支援の充
実

①就学前療育・教育の充実

②就学後療育・教育の充実

③就学・進学相談の充実

④ライフステージを通じた支援の
推進【重点】

４．子どもへの支援の
充実

①就学前療育・教育の充実

②就学後療育・教育の充実

③就学・進学相談の充実

④ライフステージを通じた支援の推
進【重点】

５．雇用・就労支援の推
進【重点】

①障がい者雇用の推進と就労支援
体制の充実

②福祉的就労の促進 ５．雇用・就労支援の
推進【重点】

①障がい者雇用の推進と就労支援体
制の充実

②福祉的就労の促進

６．生活環境の整備

①歩行空間・建築物の整備

②移動・交通手段の整備

③安心・安全に暮らせるまちづくり
の推進【重点】 ６．生活環境の整備

①歩行空間・建築物の整備

②移動・交通手段の整備

③安心・安全に暮らせるまちづくり
の推進【重点】

７．自立と社会参加の促
進

①権利擁護施策の充実

②虐待の早期発見・防止

③差別の解消と合理的配慮の推進
【重点】

④余暇活動の促進

⑤自主的活動の促進

７．自立と社会参加の
促進

①権利擁護施策の充実

②虐待の早期発見・防止

③差別の解消と合理的配慮の推進
【重点】

④余暇活動の促進

⑤自主的活動の促進
今後、「現行計画の進捗評価」「団体ヒアリング」

等の結果を踏まえ、体系を作成していきます。

議題３資料（１）



計画の目次構成（案）について

①現行計画の目次構成
②国 第４次障害者基本計画骨格案

（H29.5.29）
③国が示す策定の基本指針等 ④浦安市障がい者福祉計画の目次構成（案）

計画の基本的事項

１ 計画策定の趣旨

２ 法律・制度の動向

３ 計画の位置づけ

４ 計画の期間

５ 計画の対象者

６ 計画策定の方法

７ 計画の推進・フォロー体制

第１編 障がい者計画

第１章 計画の基本理念と施策推進の方向性

１ 計画の基本理念と重点的な取り組み

２ 施策の体系

第２章 施策の展開

１ 理解と交流の促進

２ 福祉・生活支援の充実

３ 保健・医療の充実

４ 子どもへの支援の充実

５ 雇用・就労支援の推進

６ 生活環境の整備

７ 自立と社会参加の促進

第２編 障がい福祉計画

第１章 計画の基本的事項

１ 計画の基本方向

２ サービスの内容と対象者

第２章 地域移行等の目標

１ 地域生活への移行目標

２ 就労の目標

第３章 障害福祉サービスの推進

１ 訪問系サービスの取り組み

２ 日中活動系サービスの取り組み

３ 居住系サービスの取り組み

４ 相談支援の取り組み

５ 障がい児支援の取り組み

６ 地域生活支援事業（必須事業）の取り組み

７ 地域生活支援事業（任意事業）の取り組み

資料編

１ 障がい者の状況
２ 浦安市障がい者福祉計画策定委員会

Ⅰ 対象期間

・平成 30(2018)～34(2022)年度の 5 年間

Ⅱ 基本的な考え方

1．基本理念

・障害者権利条約の理念

・障害者権利条約の理念に即して改正された

障害者基本法の理念

・障害者を社会のあらゆる活動に参加する主

体としてとらえ、その自己実現の支援と社

会的障壁の除去のための障害者施策の基

本的方向を定める。

2．基本原則

・地域社会における共生等

・差別の禁止

・国際的協調

3．各分野に共通する横断的視点

(1)障害者権利条約の理念の尊重及び整合性

の確保

(2)社会のあらゆる場面におけるアクセシビ

リティの向上

(3)当事者本位の総合的かつ分野横断的な支

援

(4)障害特性等に配慮したきめ細かい支援

(5)障害のある女性、子供及び高齢者の複合

的困難に配慮したきめ細かい支援

(6)ＰＤＣＡサイクル等を通じた実効性のあ

る取組の推進

Ⅲ 各分野における障害者施策の基本的な

方向

1．安全・安心な生活環境の整備

2．情報アクセシビリティの向上及び意思疎

通支援の充実

3．防災、防犯等の推進

4．差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の

防止

5．自立した生活の支援・意思決定支援の推

進

6．保健・医療の推進

7．行政等における配慮の充実

8．雇用・就業、経済的自立の支援

9．教育の振興

10．文化芸術活動・スポーツ等の振興

11．国際協力の推進

【第５期障害福祉計画】

〇基本指針の主な改正内容

(1)地域共生社会の実現のための規定の整備

「地域共生社会」の実現に向けた取組等を計画的に推進

(2)精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築

精神障がい（発達障がい及び高次脳機能障がいを含む）にも対応した地

域包括ケアシステムの構築

(3)障害児支援の提供体制の計画的な整備

「地域支援体制の構築」「保育、保健医療、教育、就労支援等の関係機関

と連携した支援」「地域社会への参加・包容の推進」「特別な支援が必要

な障がい児に対する支援体制の整備」「障がい児相談支援の提供体制の確

保」の柱の盛り込み

(4)発達障がい者支援の一層の充実

発達障がい者支援地域協議会の設置

(5)障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目

標の設定

① 福祉施設入所者の地域生活への移行や、入所者削減目標の設定

② 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築を目指し、障がい保健福

祉圏域ごとに、保健・医療・福祉関係者による協議の場を設置

③ 平成３２年度末までに、地域生活支援拠点等を整備

④ 平成３２年度末までに、主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所

及び放課後等デイサービス事業所を１か所以上確保 など

計画の基本的事項

１ 計画策定の趣旨

２ 法律・制度の動向

３ 計画の位置づけ

４ 計画の期間

５ 計画の対象者

６ 計画策定の方法

７ 計画の推進・フォロー体制

第１編 障がい者計画

第１章 計画の基本理念と施策推進の方向性

１ 計画の基本理念と重点的な取り組み

２ 施策の体系

第２章 施策の展開

１ 理解と交流の促進

２ 福祉・生活支援の充実

３ 保健・医療の充実

４ 子どもへの支援の充実

５ 雇用・就労支援の推進

６ 生活環境の整備

７ 自立と社会参加の促進

第２編 障がい福祉計画

第１章 計画の基本的事項

１ 計画の基本方向

２ サービスの内容と対象者

第２章 地域移行等の目標

１ 地域生活への移行目標

２ 就労の目標

第３章 障害福祉サービスの推進

１ 訪問系サービスの取り組み

２ 日中活動系サービスの取り組み

３ 居住系サービスの取り組み

４ 相談支援の取り組み

５ 障がい児支援の取り組み

６ 地域生活支援事業（必須事業）の取り組み

７ 地域生活支援事業（任意事業）の取り組み

第３編 障がい児福祉計画

（※未定）

資料編

１ 障がい者の状況
２ 浦安市障がい者福祉計画策定委員会

【第１期障害児福祉計画】

〇基本的理念

障がい児の健やかな育成のための発達支援

(1)専門的な発達支援を行う障害児通所支援及び障害児相談支援の充実と

地域支援体制の構築

(2)障がい児のライフステージに沿った切れ目の無い一貫した支援を提供

する体制の構築

(3)障害児支援を利用することにより、地域の保育、教育等の支援を受けら

れるようにすることで、地域社会への参加や包容（インクルージョン）

を推進

〇障がい児支援の提供体制の確保に関する基本的な考え方

(1)地域支援体制の構築

(2)保育・保健医療、教育、就労支援等の関係機関と連携した支援

(3)地域社会への参加・包容（インクルージョン）の推進

(4)特別な支援が必要な障がい児に対する支援体制の整備

(5)障害児相談支援の提供体制の確保

議題３資料（２）



議題４資料（１）東野地区複合福祉施設の計画の変更について

１．整備時期

旧 新

平成 31 年４月オープン 平成 32 年４月オープン

２．機能

【通所棟】

旧 新

４階 ソーシャルサポートセンター

地域福祉センター

ソーシャルサポートセンター

地域福祉センター

３階 社会福祉協議会（×）

ファミリーサポートセンター（×）

ボランティアセンター（×）

地域福祉センター

地域活動支援センターⅠ型 (新)

指定特定相談支援 （新）

障害児相談支援 （新）

地域福祉センター

２階 生活介護

地域福祉センター

生活介護

地域福祉センター

１階 身体障がい者福祉センター

地域福祉センター

防災備品庫

身体障がい者福祉センター

地域福祉センター

防災備品庫

○地域活動支援センターⅠ型

（事業概要）

精神保健福祉士等を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調

整、地域住民のボランティアの育成、障がいに対する理解促進を図るための普及啓発等

の事業を行う。

（利用定員）

１日あたりの実利用定員は概ね 20 名以上

○指定特定相談支援（計画相談支援）／障害児相談支援

（事業概要）

障がい者等が自立した生活を維持し、抱える課題の解決や適切なサービス利用を実現

するため、障害福祉サービス等の利用に係るサービス等利用計画の作成を行う。

【居住棟】

変更なし
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