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平成29年度第３回浦安市自立支援協議会地域生活支援部会 議事録

○「障がい」の表記について

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

（例）障がい者福祉センター、身体障がい者福祉センター など

○委員名の表記について

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

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

１．開催日時 平成29年 10月 26日（木） 午後１時30分～午後２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）、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、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

障害者就業・生活支援センターいちされん、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）障がい者福祉計画の策定について

（２）東野地区複合福祉施設について

（３）その他

５．資料

（１）議題１資料（１） 浦安市障がい者福祉計画策定のためのヒアリング調査

（２）議題１資料（２） 浦安市障がい者福祉計画（平成30年度～平成32年度）【たたき台】

（３）議題２資料（１） 東野地区複合福祉施設 住民説明会資料
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６．議事

事務局：ただいまより、平成29年度第３回浦安市自立支援協議会地域生活支援部会を開催いたします。

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。

議事進行を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

サブリーダー：よろしくお願いします。

リーダー：本日は初めての試みで、部会終了後に作業部会を行うことになっております。２時 30 分までに議

会の進行を進めたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。なお、作業部会に参加されな

い委員の皆様、並びに傍聴の方は、作業部会開始前にご退出いただく形になりますので、よろしくお願

いいたします。

それでは、議題１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：障がい者福祉計画の策定についてということで、議題１資料（１）と（２）のご説明をいたします。

よろしくお願いいたします。

まず、障がい者福祉計画の現在の進捗状況ですが、本日、資料に出している障がい者の団体さんと、

福祉施設からのヒアリングが終わりまして、現在、素案を作成中です。

次の策定委員会で素案を上げて、12 月に広く広報などでお知らせして、パブリックコメントを実施

します。最終的に３月に計画を仕上げるという流れになっております。

本日は、議題１資料（１）として、浦安市障がい者福祉計画策定のためのヒアリング調査の結果のご

説明をいたします。

１目的、アンケートでは聞き取ることができない障がいのある方等の意見や要望を把握するために、

当事者団体さん、また障がいのある方が利用する市の福祉施設から直接ヒアリングを行いました。実施

期間は８月の下旬から９月の下旬にかけて行っています。

３調査対象ですが、市内の障がいのある当事者の方、また、保護者や家族の会の８団体さん。あと９、

10、11の市の３つの福祉施設にヒアリングを行いました。



3

４団体のヒアリング結果です。

（１）団体の目標達成に向けての課題ということで、当事者の８団体さんにお伺いしまして、各団体

の目標が書かれていまして、右に課題となっています。どの団体さんも同じような課題を抱えていまし

たので、まとめて書いています。

主な課題としては、会員の減少、高齢化。また、新規で加入する会員が少ない、加入の促進が難しい。

あとは、ネットなどで情報収集できるため、会に入るメリットを感じづらくなっている。人間関係が希

薄になっている。会員個々に余裕がないため、会合などの参加が積極的に行えない。こういったご意見

をいただきました。先輩の会員の話を聞く機会がなくなってきていて、コミュニケーションや身近な相

談ができる機会がなくなっているという課題になっていました。

続きまして、（２）浦安市の障がい福祉施策に関するご意見・ご要望ということで、こちらは７つに

大きく分けて、各分類ごとに、各団体さんの意見をまとめてあります。

７つの分類は、福祉・保健・医療サービス、教育・育成、就労、生活環境・まちづくり、スポーツ・

レクリエーション、安心・安全、理解の促進。この７つに分けて、ご意見をまとめています。

１つ目福祉・保健・医療サービスです。

全ての意見を読む時間がありませんので、まとめてお話しさせていただきます。

福祉サービスの市の不足部分として、在宅福祉サービスとしては短期入所などの緊急時の一時預かり

の機能、行動援護の事業者が少ない。また、サービスの質として、肢体不自由児が利用できるサービス

が少ない。また住まいとしては、さまざまな形態のグループホームが欲しい。高齢者の親と障がい者の

子が入れるグループホームが欲しい。住まいに関しては、精神障がいですとか知的障がいの方からは、

グループホームの共同生活は難しいので、支援を受けながらアパートで一人暮らしがしたい。こういっ

たご意見もありまして、選択できるようにしてほしいというご意見がありました。

医療では、発達障がいや知的障がいのある人が安心して受診できる、障がいに理解のある医療機関や

障がいの専門医が少ない。視覚障がいの団体さんからは、音声パソコンの技能習得のためのしっかりし

たシステムが欲しい。音声ソフトをインストールした拡大読書器を市の補助対象としてほしい。このよ

うなご意見をいただきました。

続きまして２教育・育成です。

特に親御さんの団体からのご意見が多かったです。子どもが望む形で個々に対応した教育支援をして

ほしい。特別支援学級を障がい種別に分けるべきではないか。補助教員の先生だけではなく、学校全体

で障がいの理解を広げてほしい。こういったご意見が多くありました。

３就労です。

就労に関しては、就労の数だけではなく、仕事の種類を増やしたり、事業所同士の連携など、個々に

対応したマッチングの機能を充実してほしいというご意見を多数いただきました。就労支援を充実して

ほしいというご意見もたくさんいただきました。

続きまして、４生活環境・まちづくりです。
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主に身体障がいの団体さんですとか、視覚障がいの団体さんから多くご意見をいただきました。公共

施設や交通機関のバリアフリー化を促進してほしい。点字ブロックの拡充と市民への教育喚起をしてほ

しい。こういったご意見をいただきました。

続きまして５スポーツ・レクリエーションで、こちらは障がいがあることによって一般のスポーツや

余暇施設は使いづらい。障がいがあっても気軽に参加できるレクリエーションやスポーツ施設があると

よいというご意見を多くいただきました。

続きまして、６安心・安全です。

災害時に関するご意見を多くいただきました。災害時、また避難するとき、避難生活での情報保障を

しっかりしてほしい。また、災害に関する準備や、避難生活の知識、そういった必要な情報がもらえる

研修をしてほしいというご意見をいただきました。

続きまして、７理解の促進です。

聴覚障がいの団体さんや視覚障がいの団体さんからたくさんご意見をいただきました。聴覚障がいの

団体さんからは手話の普及をしてほしい。企業などが、話すことのコミュニケーションしか認めていな

い場合があるので、差別を感じる。配慮してほしい。視覚障がいの団体さんからは、視覚障がいに特化

した対応を確立してほしいといったご意見をいただきました。

ここからは、施設利用者のヒアリングの結果です。施設は、ソーシャルサポートセンター、精神障が

いのある方の施設です。障がい者福祉センター、こちらは知的障がいのある方の施設。身体障がい者福

祉センター、身体障がいのある方の施設です。こちらの３つの施設の利用者さんからヒアリングを行い

ました。

団体さんのヒアリングと同じように、分野ごとに意見をまとめてあります。

１福祉保健医療サービス。こちらの主な意見としては、土日に利用できるサービスがあるとよい。ま

た、24 時間 365 日支援が必要なので、夜勤対応ができるヘルパーさんがもっと必要である。短期入所

に関するご意見も多くいただきまして、近くに短期入所がほしい。短期入所が緊急時にもっと使えるよ

うにしてほしい。重度障がい者を介護できるヘルパーを増やしてほしい。病院関係の意見で、個人病院

にかかるのが難しい。知的障がいの方に理解がある病院の情報がほしい。住まいとしては、グループホ

ームの需要と供給を把握し、数だけではなく、内容や世話人が充実した施設をつくってほしい。こうい

った意見がありました。

２就労。こちらは、就労継続Ｂ型に関するご意見をたくさんいただきました。Ｂ型を探しているが、

体力がないので週５日は難しい。短縮して働きたい。浦安市内は調理やレストランが多いので、さまざ

まな形態の就労継続、また、精神障がいに特化した就労先がほしい。あとは、特別支援学校卒業後の療

育とか教育の場が少ないので、必要というご意見をいただきました。

続いて３生活環境・まちづくり。公共施設や公共道路、交通機関のバリアフリー化、また、外出のた

めの支援者の確保が必要というご意見をいただきました。

４スポーツ・レクリエーション。こちらも、主にスポーツが出来る施設まで出向く手段の確保。スポ
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ーツをしている間の支援をしてほしい。こういったご意見をいただきました。

５安心・安全。こちらも災害時のご意見が多かったです。避難するまでと避難生活の不安がある。ま

た、災害時の必要な知識がないので、災害時のわかりやすいマニュアルなどがあるとよい、というご意

見をいただきました。

６理解の促進。たくさんご意見いただきまして、生を受けてから幼稚園、保育園、そして学校と、一

緒に学ぶことだと思う。からかわれたり笑われたりすることが多く、いかに世間が障がい者を知らない

か、理解をしようとしている人が少ないかと思う、といったご意見をいただきました。

７普段の暮らしや今後の暮らしで不安だと思うこと、問題だと思うこと。一人暮らしになったときの

不安というのを多くいただきました。親亡き後の生活の質、安定、住まいの確保が不安というご意見で

す。あとは、リハビリができなくなったら突然歩けなくなってしまった。運動、リハビリ、どれを抜い

ても今の体調を維持できないことを痛感した、というご意見をいただいています。

８今後どのような暮らしをしたいか。将来の暮らしとして、グループホームで支援を受けながら一人

暮らしをしたい。地域で一人で暮らしたい。あとは、親が元気なうちはぎりぎりまで一緒に生活をして、

その後グループホームや福祉サービスを利用しながら地域で暮らしたい。こういったさまざまな将来の

暮らしのご希望をいただいたんですが、共通して、浦安市内、身近な地域で暮らしたいというご意見が

とても多かったです。

議題１（１）のヒアリング調査結果については、以上です。

続いて、議題１資料（２）浦安市障がい者福祉計画たたき台について。

たたき台ということで、全ての計画の素案は出来ていないんですが、今回は、現状と課題についてま

とめたものをお話ししたいと思います。

計画の構成は、まず１番の１計画の基本的事項があります。計画策定の趣旨、法律・制度の動向、計

画の位置づけ、計画の期間、計画の対象者、計画策定の方法、計画の推進・フォロー体制ということで、

こちらは現計画とほぼ変わらない形となっております。後でお読みいただければと思います。

２番の第１編 障がい者計画。こちらを詳しくご説明したいと思います。

施策の体系ということで、今回は６年の計画の３年、中間の見直しとなりますので、施策の体系や基

本施策については、基本的には変えずにそのままとはなっています。

重点項目などを変更した箇所がありますので、そちらだけ説明します。

まず施策の方向性、１番の理解と交流の促進。こちらは、新たに重点項目として設定しております。

また、８番の差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止という項目ですが、３年前の計画では７番の

自立と社会参加の促進に含まれた形になっておりましたが、今回は別建てにして８番として、その下の

基本施策が、権利擁護施策の充実、虐待の早期発見・防止、差別の解消と合理的配慮の推進に分かれて

いる形になっています。

本日は、この８つの施策の方向性ごとの現状と課題をまとめてありますので、地域生活支援部会のか

かわりのあるところでご説明します。



6

最終的には、10 ページの体系で言うと、基本施策の下に、さらに取り組みの方向性というものがき

て、さらにその下に主な事業という構成になる予定です。

日程的に部会で、素案のご意見をいただくところまでいかなかったんですが、次回の策定委員会では

素案を上げていきますので、部会としてのご意見、本日いただければと考えています。

地域生活支援部会にかかわりのあるところということで、まず２番の福祉・生活支援の充実をご説明

します。

現状と課題は、現在の市の状況と、アンケート結果、団体のヒアリング結果から現状を拾い出してあ

ります。アンケート結果で、各項目に関する回答のパーセンテージを示してあるのですが、今回、こち

らの現状と課題では、前回、３年前の結果と比較できるような形で、前回の結果を括弧書きで示してい

ますので、あわせてごらんください。

福祉・生活支援の現状と課題ですが、ヒアリングの結果から、障がいのある人の相談や福祉サービス

に対するニーズは多様化しており、障がい者団体とのヒアリング調査では、専門的な相談先や訪問によ

る相談対応と相談支援の充実を求める声や、短期入所や行動援護の不足等、在宅福祉サービスの充実に

関する声、平日の日中の活動の場等を求める声が上がっています。

アンケートでは、今後の暮らしについて必要なことや課題、不安について、「緊急時の対応」が

47.5％で第１位。「費用面」が 37.8％で第２位。「日常的な生活の面でのフォロー」が 37.6％で第３

位となっています。

現状として、24 年４月よりサービスと利用計画の作成が始まり、現在、サービス等利用計画の作成

状況は 100％に達していますが、相談支援事業所の不足により、セルフプランが増加傾向にあります。

相談支援事業所と相談支援専門員の不足の解消が課題となっています。また、アンケートでは、10.7％

の人が「相談に乗ってもらえる人がいない」と回答しています。

また、住まいというところでは、将来の希望する暮らし方について、「一人暮らし」が最も多く、次

いで「グループホーム、施設など大勢の人と一緒の暮らし」となっており、障がい者団体とのヒアリン

グ調査においても、親亡き後の住まいへの不安を挙げる人が多くなっています。

次のページにいきまして、基本施策の項目だけ挙げてあります。こちらは前と変わらず、相談支援の

充実、在宅福祉サービスの充実、日中活動の場の充実、住まいの場の充実となっています。

続いて、５番の雇用・就労支援の推進です。17ページになります。

現状と課題ですが、アンケートでは、暮らしやすくなるために充実してほしいこととして、「生活安

定への支援」が 29.3％、「障がい者雇用の推進」が 24.7％と割合が高くなっており、働くために必要

なことは、「障がいに合った仕事であること」が 24.9％、「勤務時間や日数を調整できること」が

24.1％、「周囲が障がいに対して理解があること」が 23.3％と割合が高くなっています。また、現在、

就労などをしないで自宅で過ごしていると答えた人の理由について、「障がいが重い、または病弱のた

め」が30.3％、次いで「自分に合う仕事がないため」が9.6％となっています。

さらに自由意見では、「設備の充実とできる仕事の種類を増やしてほしい」などの意見があり、就労
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施設の充実や障がい特性に応じた職種、勤務時間の柔軟性を求める声があります。というのが現状の課

題になっています。

基本施策としては２つ。変わらず、障がい者雇用の推進と就労支援体制の充実。福祉的就労の促進の

２点を挙げています。

現状と課題までになってしまいますが、策定委員会でこれから素案を決めていきますので、ご意見い

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した。

ただいまの説明に対して、ご質問やご意見がある方いらっしゃいましたら、お願いいたします。

株式会社ダイム、どうぞ。

株式会社ダイム：ヒアリング調査ですごい気になったのが、質問が非常に多かった気がするんですよ。これに

ついて、例えば何らかの回答をしてあげてるのかなっていう、それほど難しくないというか、回答がで

きたものもいっぱいあるんじゃないかなっていうのがあったんですね。

無記名とかでアンケートをとったりしてるとわかんないっていうのもあるかもしれないけど、どこの

団体っていうのがわかっていれば、そこに対して、こんなのが来てて、これについてはこうですよって

いう話を、ある程度してあげてるんでしょうかっていうのがあって、要は、この障がい者福祉計画とか

っていうものがどんどんたたき台とかって形ででき上がっていっていて、確かにそうだなと思うことは

書いてあるんだけれど、現状こんなに、こういうことが、今、困っているんだっていうので、回答でき

ちゃうような内容のものも結構ある気がするんですよ。

ここに行けばいいですよとか、こんなものがありますよとか、こういうふうにすればいいですよって

いう話を、ある程度してあげられるものがあったらそうしてあげないと、みんなここまで、しかも、そ

の基本計画まで全部読んで、ここから、じゃ、何かしてくださる、これで皆さん個々対応してください

ねみたいな話になっちゃうのもどうなのかなと思って。

こういう細かいあれが書いてくれた時点で、それについてのある程度、回答をしていってあげてから

じゃないと、何かこっちは、基本計画とかっていうのは大したものができるんだけれど、実際に皆さん、

それで何か解消しましたかっていうと、解消してない気がするんですよね。

だから、問題点は確かにそうだと思うし、そういうものが、これでやっていきましょうというのはわ

かるんだけれど、具体的にっていうのはなかなか難しい問題だと思うし、それをすぐに、相談支援事業

所も増やしましょうとか、そういったことで解消できるものじゃないとしても、そういった形で考えて

はいるけれど、こういったものについてはこんな感じのものがありますよということを、ある程度アン

ケートが上がってきたときに、これを全部こうやって打ち込みをするということは、誰か全部読んでる

んだろうから、その時点である程度お答えを、各グループなり団体なりに出していってあげて、それと

同時に主張するっていうほうがいいのかなと思って。

このアンケートはその後どうなったんだろうというのが、ちょっと気になりました。
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リーダー：ご意見、ありがとうございます。

事務局でお答えをお願いいたします。

事務局：おっしゃるとおり、無記名のアンケートにつきましては、確かに読んでいるときに、こういうサービ

スがあるのにということがあってもお答えができなかったというところはあるんですが、団体さんのヒ

アリングについては、直接、市の職員が出向いていますので、答えられるところについてはその場でお

答えしたり、例えば、こういったサービスないですかというご質問であれば、後日、団体さん、施設に

返したりということは行っています。

あと、すごく感じたのは、例えばガイドブックにしても、こちらがお示ししても、知らかなかったと

いう、団体さんの中でもそういった方がいらっしゃったりして、情報提供が足りていないというのは、

痛感したところなので、出来る部分で情報提供はその場で行ってはいます。

ただ、職員一人しか出向いていなかったものですから、障がい福祉課とか、細かい回答については出

来ていないかったとは考えています。

以上です。

リーダー：ありがとうございました。

大丈夫でしょうか。

ほかに何かご意見ある方、いらっしゃいますでしょうか。

浦安市自閉症協会、お願いします。

浦安市自閉症協会：事務局の方が、きっと福祉計画のことでお忙しいだろうと思って遠慮していたのが実はあ

ったんですが、株式会社ダイムがおっしゃってくださったので、アンケートを受けた当事者団体として

本音を言いますと、福祉計画策定のためのヒアリング調査って言われてても、私たちは、団体ヒアリン

グじゃ、声を聞いてくれるけど、その声はいつ返るのかな、いつわかるのかなっていうのは、正直ずっ

と思っているんですね。

私も、会議とかにも何回も出ているので、でも、これは福祉計画に盛り込まれるやつだから、すぐに

答えが返るものではないと、ちょっと冷めた気持ちでいたりもしますけど、でも実際は、ヒアリングし

てくれたら答えは本当はすぐ欲しいんですよね。だから、本音を言えば、団体に声をかけて、場を設定

してやったんであれば、確かにわかりやすい要望で、多いと思うので、これは今考えてない、であって

も、返事というのはやっぱりほしいなと思って、聞いてくださればっていう話ですけど、ただ、最初に

ヒアリングするときに、お答えしますので聞いてくださいって言ってくださるとか、ヒアリングを受け

る側にも責任はあると思うんですけど、どこか受け身になっちゃうんですよね。だから、自分たちも気

になるならさっさと聞きに行けばいいものを、どうなったんだろう、どうなったんだろう、返事くれな

いねみたいになっちゃうんで、最初に、聞いてくださいとか聞いてくださって大丈夫ですとか言ってく

ださるというのが、今後あるんであれば、あってもいいかなとか。

やったらすぐに返事っていうのは、あるもんじゃないかなというのは、本当は根っこにはあります。

以上です。
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リーダー：ありがとうございました。

事務局。

事務局：今回のヒアリングは、福祉計画の策定のためというところがありましたので、その場で返せないとい

うことはあったんですが、団体さんとは、今後も意見交換というんですか、そういったところはしてい

きたいと思いますので、そうした場ではお答えできるように、もちろん、その場ですぐに回答が出せた

りとかすぐ変えられたりとかいうのは難しいんですが、お答えできるようにしていきたいと思いますし、

今回のヒアリング結果でたくさんのご意見をいただいて、弱い部分というのは見えてきたと思いますの

で、福祉計画の中にしっかり盛り込んでいければと考えています。

以上です。

リーダー：ありがとうございました。

ほかに何か、ご意見、ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。

株式会社ダイム、どうぞ。

株式会社ダイム：今、具体的に相談支援員は何人ぐらい、まだ足りないか。事業所の数は恐らく、別にどうで

もいいんだけど、人数的にどれぐらいまだ足りないんでしょうかね。

というのは、うちにも何か、問い合わせとか、ご本人から入ってきたりするんですよ。何らかの資料

で見たということでね。

話を聞いていると、計画相談ついてないんだなっていうのがやっぱり出てきて、移動支援だけ使いた

いっていうお話だから、それで来たのかなあとは思うんだけれど、計画相談にそれ全体を見てもらって、

この部分は移動支援だけれど、この部分は普通の居宅介護で賄ってもらったほうがいいんじゃないかな

と思うようなパターンが出てきて、それを結局、資格を持ってるけどやっていない、私が聞いて、計画

相談は計画は立ててあげられないんだけれど、計画相談の人にちゃんと聞いてもらって、プラン立てて

もらって、全体を見てもらったほうがよくないかっていう問い合わせとかが結構あるんですね。最終的

には無責任な答え方ができないので、計画相談に相談してみたらという話で終わってしまうようなこと

があって、あらっていうのはあるんですよね。

それでその人たちが、わかりました、計画相談探しますとか計画相談に電話しますっていう話じゃ終

わらなくって、そっか、みたいな話で終わっていっちゃうんだ、あ、ちょっと待ってっていう感じにな

るんですけれど、どれだけまだ足りないので、セルフプランは今何％ぐらいになってるんですか。

事務局：セルフプランという話のお答えなんですけれども、現在、総合支援法による福祉サービスと児童福祉

法による福祉サービスに分けて統計をとってるんですけれども、総合支援法のほうは９割が計画相談員

がおります。１割がセルフプランになっています。

あと、児童福祉法によるサービス、児童発達支援とか放課後等デイサービス、医療型児童発達支援で

すね。こちらについては、約２割がセルフプランという状況です。

リーダー：どうぞ、株式会社ダイム。

株式会社ダイム：お子さんのことについては、お母様たちが結構勉強していらっしゃったり、いろんなつなが
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りで、セルフプランが多いっていうのは、ありだなと思うんですが、大人の方も１割になっているのは、

セルフプランまで届いてない人ももしかしたらいるのかなというのが、ノープランで、手探りでいる人

もちょっといる感じがするんですよね。まだどこにもたどり着いていないからうちに電話してきたみた

いな。

だから、どうすればいいのかな。きっと、もっと周知徹底っていうことになるんでしょうけれど、自

分から外に余り出て来られない方たち、情報難民状態になっている人たちに対して、困ったときにはそ

うやって何らかの話が出てくるんだけれど、困んないとそのままだったりとか、困ったのを我慢してる

とかっていうのもあるのかなと思うので、何らかの形でそういうのもちゃんと把握していってあげる方

法をとらないと、ほんとに、ええっ、こんな状態になってたのというところからの発見になるのはきつ

いかなと思います。

リーダー：ありがとうございました。

ほかに何か、ご意見ある方いらっしゃいますでしょうか。

それでは、次の議題に移らせていただきたいと思います。

議題２東野地区複合施設について、事務局からご説明をお願いいたします。

事務局：議題２資料（１）東野地区複合福祉施設住民説明会資料をごらんください。

前回、こちらの地域生活支援部会で、東野の複合福祉施設の機能の変更の部分についてご説明したと

思いますが、今回、基本設計の取りまとめが終わりまして、今後、東野地区にある旧給食センターと、

「ゆうあい」の部分を、東野複合福祉施設を建設するに当たって取り壊すということで、東野自治会を

主として住民説明会を実施しています。参加者は約 20 名ちょっとではあったんですが、お越しいただ

いた方は、自治会の会員の皆様、障がい者団体の方、あと、近隣の関係機関の方でした。10 月 14 日の

土曜日10時から１時間程度実施しております。

住民説明会の中でご説明した内容を、５分、10分程度でお話しします。

今回、計画施設名、東野地区複合福祉施設ということで、以前より各施設が老朽化が進んでいたり、

かなり手狭になってきているということもありまして、全体の福祉施設をもう一度再編成しようという

ことと、あわせて国の基本指針の中で、相談とか体験の機会の場とか緊急時の対応についての地域生活

支援拠点を各圏域、または市町村ごとに１カ所整備するというものもありますので、平成 32 年度まで

に市でも整備するということで計画を進めております。

今、基本設計が取りまとまって、お手元の資料の建築概要の一番下の構造概要、通所施設と居住施設

の２棟建てで、計画を進めています。通所施設については４階建て、居住施設については３階建てのも

のを計画しています。

施設概要としては、施設構成をご覧ください。通所施設の部分については１階に身体障がい者福祉セ

ンター、新設で生活介護事業所、定員40名程度のものを検討しております。

次、地域活動支援センターＩ型、これは前回ご説明したものですが、もともとは社会福祉協議会の事

務所の機能ということで進めてたんですが、市民に開かれた施設ということで再検討を行いまして、今、
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地域活動支援センターについて、今川と新浦安駅前の２カ所で行ってるんですが、特に新浦安駅前は、

かなり建物が震災の影響等もありまして使用できないような状況になってきているということもござい

ますので、２カ所を１カ所に統合して、地域活動支援センターＩ型を整備していきたいと考えておりま

す。

あと、先ほど、計画のお話が出ていたと思いますが、計画相談の部分が、今１割ないし２割の方がセ

ルフプランを立てているような現状。ご自身で立ててらっしゃる方もいるんですが、お願いしてもなか

なか計画をつくっていただけないという現状も踏まえて、指定特定相談支援と障がい児相談支援の部分

についても新たに整備していきたいと考えております。

次、居住施設の３階建ての部分については、変更なしで、子育て短期支援事業所ということでトワイ

ライトステイが大体７名程度のもの、ショートステイが３名程度のもの、あと、放課後デイなんかもこ

の中で検討を進めております。

最後、地域生活支援拠点の機能の部分。こちらが、緊急の受け入れとか体験機会の場ということで、

グループホーム18名程度のもの、あと、短期入所６名程度のものを整備する計画でいます。

それから一番下、通所施設の下側に防災備品庫も整備する予定で、こちらは福祉避難所ということで

建物全体で避難できるような構造物ということで、設計を進めているということです。

次、右側の工程表をごらんになってください。

当初、平成 31 年４月オープンを目指して進めていたんですが、先ほどご説明したとおり、社協から

の変更の部分ですね。地域活動支援センターＩ型の部分とか、相談機能の新たな追加ということで、事

業の全体の見直しを図りまして、それに合わせて設計の変更等もかけましたので、若干遅れる工程にな

っております。

工程表を見ていただくとわかるんですが、予定では平成 29 年度末までに実施設計を完了させて、平

成 30 年 10 月から建物の新築工事を進めていきたいと考えております。建物自体は平成 31 年の秋ごろ

には完成予定になりますので、今現在の運営事業者とまた調整を図りながら、随時、32 年４月までグ

ランドオープン待たずして、順番にオープンしていきたいという予定でいます。

ちょっと戻るんですが、来月、11 月６日から給食センターの本格的な解体工事を進めていく予定で

す。あわせて11月下旬に「ゆうあい」も解体工事を本格的に進めていく予定になっております。

１枚開いていただいて、右下の003ページのものをごらんください。

ご存じの方もいらっしゃると思いますが、再度ご説明させていただきます。

通所施設、通所棟が、４階建ての部分は、現在の「ゆうあい」の跡地の部分に建つ予定になっており

ます。居住施設、地域生活支援拠点の部分になるんですが、こちらは南側の湾岸側の位置に設置する予

定になっております。あと、通所棟と居住棟の間にバス停を設けて、こちらはおさんぽバスの乗り入れ

可能なような形で、今、以前まで３号路線、新しい高洲とか入船を走る路線なんかもパブコメでやって

たかなと思うんですけど、そこの新たな路線についても、この中に引き込むような予定になっていると

いうことです。
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最後、資料004ページ目、ごらんください。

こちらが、通所棟の３階の変更部分です。もともとこちらは、フリースペースとか憩いスペースとか

訓練室等につきまして、これは社会福祉協議会の事務所とかボランティアセンターの部分になっていた

と思いますが、その機能は既存の総合福祉センターに残して、新たに社会福祉協議会に向けた事務所の

機能の部分については、地域活動支援センターＩ型の部分と障がい児と障がい者の計画相談の部分の事

務所の機能を、この中で整備していきたいと考えております。

あわせて、近隣住民の方から、前回のご説明の中で、心配なこととして、施設が出来ると交通量が増

えるんじゃないかとか、工事が始まると大型のトラックが入ってきて、通学路等、安全に配慮してもら

えるのかというようなお話が出て、今回のこの説明会の中で、全体の交通量については、大体、新設部

分で 35 台程度しか増加しないというようなお話であるとか、大型の車両の出入り等については出来る

だけ湾岸側を通って進入する。通学の時間帯については大型のトラックは運行しないということでご説

明して、一応、ご納得というか、特にご意見は出なかったということになっております。

以上です。

リーダー：ありがとうございました。

ただいまの説明に対して、ご質問やご意見等がある方、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：きっと、これはこれで進むんだろうとは思うんですけれど、例えば、浦安に住みたいけれど、

一人暮らししたいけれどっていうのが結構アンケートで見えている中で、居住棟 10 階建てぐらいにで

きないんですか。

だって足りないんでしょ、足りないんだったら、新しくつくるんだったらそこに何で盛り込んでいか

ないのかなっていう素朴な疑問です。

あと、湾岸側からは入れるけど出られないので、大型車両は入るけれど、出るときは絶対向こうを通

るっていう点です。

事務局：それこそ、そこに集約してということも考えられるんですが、国のグループホームの指定基準の中に、

20 名以上のグループホームはつくってはならないという規定があります。要は、そういう一つの建物

に集約することっていうのは、結局、施設と変わらないものになりますので、もともとの国の指定基準

の中でそこは許されていないということがあります。

リーダー：株式会社ダイム、どうぞ。

株式会社ダイム：グループホームじゃなくっても、要は一人暮らししたいという人たちがいて、思うに、今、

一人暮らししていらっしゃる市営住宅の方とかっていうのがちょっと頭に浮かぶんですけどもね、かな

りバリアフリーをきちんとしていないと、なかなか一人暮らしはできてないんですよ。

そこが、ずっと同じ人が住んでて、空かないから、ほかに希望している人たちがそうできない。民間

のアパートとかそういうもので、そこまでのものがあるかというと余りない。要は最初から全部バリア

フリーで、何かを押せばこう全部開いていくようなもの、自分が寝ていてもピンポンて鳴ったら出れる
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ものがついているような、それは先に自分でつけていくのかもしれないんですけど、そういうものがな

かなかない。

そしたら、そのグループホームではなくて、それこそ居住するためのスペースとして、市営住宅にな

っちゃうね……だとしても、結局、そういう時々で配慮しないと、一人暮らしができない人たちってい

うのを、今後どうするのというのが全然見えてこない。

いきなり、一人暮らしを始めましょうっていって、本当に外部のマンションの一室を借りました。契

約するのに何カ月もお金を入れてやり始めました。あ、ちょっと無理かもしれないっていったときに、

すごいそこで経済的な損失とか、いろんなことあると思うんですよね。

だから、例えば、そういうものを出来るかどうか、やり始めてみて、やれるとか、そういうものもあ

ってもいいと思うし。グループホームじゃなければいいんだったら、10 階建ていかがでしょう。だっ

て、なくて困ってるんでしょ。きっとしようがないだろうけど、言ってみたい。

事務局：この後、住まいの場というところで、協議ですね。グループホームだけじゃないと思うんですね。障

がいのある方の住まいの場というのは、もちろん一人暮らしであったりとか、グループホームであった

りとか、施設ももちろんそうなんですが、その方が希望するいろんなタイプのものがあるというのは、

もちろん、大前提かなと思います。

あと、今、国が示す地域支援生活拠点の機能ということで、今、グループホームとか短期入所のお話

をさせていただいているんですけれども、株式会社ダイムがおっしゃったように、一人暮らしをしたい

人とか、そういうような、なかなか障がいのある方が一人で不動産屋に行って、契約なんかも難しいと

かっていうケースも結構多々あるかなと思います。もちろん、そういう仕組みとか、障がいのある方が

住まいを借りられるような、仕組みみたいなものは引き続き、行政のほうでも検討していく。

あわせて、いろいろな住まいの場が、一人暮らしには必要であって、その方に応じた設備が必要であ

るということもありますので、障がい福祉課で、引き続き、住宅改修費の補助とかを使っていただきな

がら、その方に合った環境をつくっていただきたいというふうに考えています。

あと、障がいのある方が、東野とか、今回のそういうところに集約するというのは、私は余りよくな

いかなと思ってまして、それぞれの地域の中で障がいのある方が生き生きと生活していただくために、

いろんな場所、いろんな形態の住まいがあって、住めるような整備ということで行政もお手伝いしてい

きたいと考えております。

リーダー：ありがとうございます。

ほかに、何かご意見がある方。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：福祉センターの社会福祉協議会の部分がそこに残るっていうんですけ

ど、いつもお部屋を借りてるもんで、もしそうなった場合には、ボランティアセンターも一応入るって

言ったんだけど、すごく狭そうなんで、広くわかりやすくなるんでしょうか。見えないもんでね、ちょ

っとそういうところが、新しくなると心配なんですけど、どういうふうになるのかなと思って。
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リーダー：事務局、お願いします。

事務局：団体さんが使われている地域福祉センターについて、今、総合福祉センターに４部屋あると思うんで

すが、視覚障害者の会さんはそこを使われているのかなと思います。

今度、新たに整備する東野の複合福祉施設の中の通所棟の部分については、大小合わせて約 10 部屋

程度を整備する予定でいます。もちろん、これから実施設計等に入りますので、例えば、わかりやすい

表示の方法であったり、市役所はこういう建設するときにも団体さんからご意見をいただいて、参考に

しながら進めていったわけなんですけれども、今後、また３月まで実施設計のほう進んでいきますので、

団体様から定期的にヒアリングなんかを実施しまして、実施設計に盛り込んでいきたいと考えておりま

す。

リーダー：ほかに、何かございますか。

では次に、第３その他ということで、委員の皆様や事務局から、報告等が何かございましたでしょう

か。

事務局：イベントのチラシを配付しています。前回もご説明しましたが、「障がいのある人もない人も輝くま

ち浦安」ということで、11月 11日土曜日に開催します。

今年は第３回で、前回までと違うところは、当事者の方に活躍していただこうということです。体験

ブースを設けたり、13 時からステージで、浦安市自立支援協議会の浦安こころのバリアフリーハンド

ブックのＰＲ時間を設けています。ＰＲの方法は、権利擁護部会のメンバーで段取りを調整しているん

ですが、ぜひ、皆様におかれましても、当日、会場にお越しいただいて、この自立支援協議会の出番に

なったら一緒にバリアフリーハンドブックを持ってステージに上がっていただいて、何かしゃべってい

ただく必要はないんですが、一緒にＰＲしていただければと思います。１時からですので、もしご参加

いただけるようであれば、12 時 50 分に本部前にお集まりいただければと思っています。よろしくお願

いします。

あわせて、発達支援講演会のチラシも配付させていただいております。11 月８日水曜日、川口眞理

子先生をお呼びして、「こどものこころとからだを守るために知っておきたい性教育」というのをテー

マに実施をしますので、よろしければお越しください。よろしくお願いします。

リーダー：社会福祉法人市川レンコンの会。

社会福祉法人市川レンコンの会：お時間をありがとうございます。お手元のチラシをごらんいただきたいと思

います。

こちら、千葉県と千葉県委託の法人が集まったグループホーム等支援事業連絡協議会という団体の共

催でして、毎年、グループホーム大会というものを開催させていただいています。今回は、「住み慣れ

たこの街で、暮らすこと」をテーマに、基調講演としまして、地域包括ケア「我が事・丸ごと」の、共

生社会が叫ばれている中での障がい者グループホームの役割、その周辺サービスについてという基調講

演の後、午後、分科会に分かれまして、今、事務局からもありました地域生活拠点における住居等とい

う講演ですとか、あとは障がいをお持ちの家族のしゃべり場という形で、子どもの幸せ、本人の幸せ、
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親の幸せって何でしょうねというブースですとか、実際にグループホームに入られている入居者さんの

生の声、グループホームに住むってこんなにいいことがあるよ、こんな大変なこともあるよ、知りたい

な。声を出すサミットですとか、あとは当事者の方もご参加いただけるように、フリースペースという

ような形で、最初から最後までブースを設けておりますので、これ、当事者の方、ご家族の方も、福祉

関係の方も、誰でもグループホームというものに興味がある方でしたら誰でもご参加可能ですので、ご

興味ある方は裏面、申込用紙にお名前とご所属、あとは公的配慮が必要な方はその旨を記していただき

まして、県庁の障がい福祉事業課までファクスしていただければと思います。不明点がありましたら、

県庁の担当者でも構いませんし、私でも構いませんので、ご連絡いただければと思います。

12月９日、10時から15時、千葉県教育会館で行いますので、よろしくお願いいたします。

以上です。

リーダー：ありがとうございます。

ほかに何か、委員の方でご意見ある方いらっしゃいますでしょうか。

それでは、本日、協議会はこれで終了させていただきます。

次回の会議は２月15日の木曜日を予定しております。

この後、作業部会に入らせていただきます。お席の移動等もありますので、５分ほど休憩を挟みまし

て、その後、よろしくお願いいたします。

本日、作業部会に参加されない方、傍聴の方、ここで退出ください。



浦安市自立支援協議会地域生活支援部会（平成 29年度第３回）

次第

平 成 29 年 10 月 26 日 （ 木 ）

午 後 １ 時 30 分 ～ ２ 時 30 分

市 役 所 ４ 階 会 議 室 Ｓ ２ ・ ３

１．開会

２．議題

（１）障がい者福祉計画の策定について

（２）東野地区複合福祉施設について

（３）その他

３．閉会
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浦安市障がい者福祉計画策定のためのヒアリング調査

１ 目的

アンケートでは聞き取ることができない障がいのある方等の意見や要望を把握するため、当事者

団体及び障がいのある方が利用する市の福祉施設（事業者）から事前調書の提出後、直接ヒアリン

グを実施した。

２ 実施期間 ８月下旬～９月下旬

３ 調査対象

団体等名称 種別 団体等概要 ヒアリング対象者

1 いちょうの会 当事者団体 精神に障がいのある方の
家族の会

会を代表する会員数名

2 浦安市自閉症協会 当事者団体 自閉症など発達障がいの
ある子どもたちの親の会

会を代表する会員数名

3 浦安市聴覚障害者協会 当事者団体 聴覚障がいのある方の会 会を代表する会員数名

4 千葉障害児・者親の会「コ
スモ」浦安グループ

当事者団体 発達障がいの方の保護者
の会

会を代表する会員数名

5 浦安手をつなぐ親の会 当事者団体 知的な障がいのある方
（児童）の保護者の会

会を代表する会員数名

6 浦安市肢体不自由児親の
会「どっこらしょ」

当事者団体 肢体不自由な方（児童）
の家族の会

会を代表する会員数名

7 浦安市身体障害者福祉会 当事者団体 身体障がいのある方の会 会の代表会

8 浦安市視覚障害者の会ト
パーズクラブ

当事者団体 視覚障がいのある方の会 会の定例会

9 ソーシャルサポートセン
ター

市の福祉施設 対象：精神障がいのある
方

事業：レクリエーション
活動・軽作業・交
流の場を提供

利用者数名。施設職員
は、サポートのため同席
する。

10 障がい者福祉センター 市の福祉施設 対象：知的障がいのある
方

事業：生活介護、就労継
続支援B型

利用者数名。施設職員
は、サポートのため同席
する。

11 身体障がい者福祉センタ
ー

市の福祉施設 対象：身体障がいのある
方

事業：地域活動支援セン
ター、生活介護、
自立訓練（機能訓
練）

利用者数名。施設職員
は、サポートのため同席
する。

※上記以外に、「施設・サービス利用者アンケート結果」を記載している。

議題１資料（１）
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４ 団体ヒアリング結果

（１）団体の目標達成に向けての課題

団体等名称 目標 課題

1 いちょうの会 当事者を抱える家族の気持ち
を、少しでも前向きにしていく。

○会員の減少、高齢化。

○新規で加入する会員が少な

い。加入の促進が難しい。

○ネットなどで情報収集できる

ため、会に入るメリットを感じ

づらい。人間関係が希薄になっ

ている。

○会員個々に余裕がないため、

会合などの参加が積極的に行え

ない。

2 浦安市自閉症協会 子どもたちが地域の中で生涯安
心して暮らしていけるようにす
る。

3 浦安市聴覚障害者協会 聴覚障がい者の福祉の向上を目
指す。コミュニケーション支援
の充実・向上を図る。

4 千葉障害児・者親の会「コ

スモ」浦安グループ

会員の子どもたちの困難さを少
しでも改善する。母親同士の情
報交換。

5 浦安手をつなぐ親の会 障がい児者の充実した生活を確
保するための活動。

6 浦安市肢体不自由児親の

会「どっこらしょ」

肢体不自由児・者の福祉の向上。
家族の親睦、情報交換。

7 浦安市身体障害者福祉会 身体障がい者の生活の援護と会
員同士の親睦と福祉の向上を図
る。

8 浦安市視覚障害者の会ト

パーズクラブ

会員のニーズに添いつつ活動の
充実を図る。会員同士の親睦と
市の福祉に関わる情報の伝達を
図る。

（２）浦安市の障がい福祉施策に関するご意見・ご要望

① 福祉・保健・医療サービス

いちょうの会

○本人も親も体調が悪く、外出できない場合もあるので、訪問してくれるサービスがほしい。

○通院できていない人も多いので、手帳や診断がなくても気軽に相談できるところがほしい。

○退院した後の家族の支援が難しい。退院後の生活のリハビリや、就職活動までしてくれるサポートが

ほしい。

○緊急時の一時預かりや相談ができる場所があれば良い。

○精神科病院を充実してほしい。

自閉症協会

○行動援護の事業所数が少ない。

○現在安心して受診できる歯医者がほとんどない。当番制などにしてほしい。

○自閉症では共同生活は難しいので、支援を受けながらアパートで一人暮らしのような形が望ましい。

○緊急時支援事業について、２４時間統一して使えるようにしてほしい。
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千葉障害児・者親の会「コスモ」浦安グループ

○グループホームがほしい。訓練型・永住型・個別型とあると思う。また設置する場所も考えてほしい。

○発達障がい専門の医師（理解のある）を誘致してほしい。

浦安手をつなぐ親の会

○医療費補助を障がい者全員に拡げてほしい。

○親子、高齢者と障がい者で入れるグループホームや施設があるとよい。

○移動支援や日中一時支援は非課税だと何時間利用しても無料なのはどうかと思う。介護保険になった

ときには自己負担も出てくる。何時間以上からは利用料を取るなどをしても良いのではないか。

浦安市肢体不自由児親の会「どっこらしょ」、身体障害者福祉会

○肢体不自由児が利用できる事業所が少ない。また、送迎が車イスに対応できない事業所もある。

○リハビリ病院で、装具の判定ができたり、障がい児のリハビリができるようにしてほしい。また、障

がい者の療養つきレスパイトを病院などでやってほしい。

視覚障害者の会・トパーズクラブ

○音声パソコン技能習得のためのしっかりしたシステムの構築とその実施。

○初めて音声パソコンを習得する視覚障がい者には、一定条件を定め、音声ソフトをインストールした

拡大読書器を市の補助対象としてほしい。

○多くの視覚障がい者は６５歳以上であり、介護保険の利用が優先となるが、介護保険サービスでは、

視覚障がい者への理解がされていない。ケアマネージャーをはじめ、障がい者に対する知識をしっかり

と備えてもらう必要がある。

② 教育・育成

自閉症協会

○子どもが望む形で、個々に対応した教育支援をしてほしい。特別支援学級を障がい種別に分けるべき

ではないか。

千葉障害児・者親の会「コスモ」浦安グループ

○そらいろルームなども、通級指導教室のような支援を行ってほしい。

○放課後等デイサービスについて、学習支援から預かりまで様々なニーズに対応できる、事業所ごとに

特化したサービスが受けられるようにしてほしい。

浦安手をつなぐ親の会

○障がいのある児童が通う学校では、その障がいについて、生徒も先生もきちんと理解してほしい。

○補助教員の先生の相談先あるとよいと思う。

浦安市肢体不自由児親の会「どっこらしょ」、身体障害者福祉会

○補助教員の人数が足りていないように思う。

○肢体不自由児だけの特別支援学級を作ってほしい。

○肢体不自由児に対する学校の理解を広げてほしい。
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③ 就労

いちょうの会

○就労しても続かない。就労支援してくれるサービスを充実してほしい。

自閉症協会

○福祉的就労（Ａ型、Ｂ型）や生活介護の施設、グループホームなどを、数字だけで足りていると判断

しないで欲しい。事業所同士や、相談支援事業所の連携をし、ここがだめなら別の事業所でという選択

ができるようにしてほしい。

聴覚障害者協会

○聴覚障がい者は、コミュニケーション不足で仕事を続けられない人が多い。手話だけでなく、筆談や

チャットでもいいので、コミュニケーションをとれるようにしてほしい。

○市役所や図書館、福祉関係の職場で、聴覚障がい者をもっと雇用してほしい。

千葉障害児・者親の会「コスモ」浦安グループ

○就労支援センターでは、個々の特性にあった就労訓練を行い、就労につながる支援をしてほしい。

浦安手をつなぐ親の会

○農業と福祉の連携。農作業など、いろいろな訓練ができる場所があればいいと思う。

浦安市肢体不自由児親の会「どっこらしょ」、身体障害者福祉会

○数は足りているというが、マッチングができるかどうか。設備の充実とできる仕事の種類を増やして

ほしい。ニーズ調査をして、マッチングしてほしい。

④ 生活環境・まちづくり

浦安市肢体不自由児親の会「どっこらしょ」

○バスについて、設備面は整ってきたが、人員の関係で、車いすが乗車したいときに対応してもらえな

いことがある。

バリアフリー化を促進してほしい。

浦安手をつなぐ親の会

○歩道の段差をなくして移動しやすくしてほしい。

○障がい者用トイレの増設、環境整備。

視覚障害者の会・トパーズクラブ

○点字ブロック（誘導ブロック、警告ブロック）の拡充と市民への教育喚起のための条例の制定をして

ほしい。

○市内の各駅の安全を確保してほしい。
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⑤ スポーツ・レクリエーション

自閉症協会

○難しいスポーツでなくていいので、大人の障がい者が体を動かす機会が増えると良い。体操やランニ

ングなどの単純なもので良い。

千葉障害児・者親の会「コスモ」浦安グループ

○一般の施設の利用は難しいので、中・高生で運動できる場が少ない。平日夜、土日休日に活動できる

場があるといい。誰でも受け入れるのではなく、できるレベルによって分かれ、課題・プログラムも細

かくできた方がよい。

浦安手をつなぐ親の会

○障がいがあっても気軽に参加できる企画、配慮。

⑥ 安心・安全

聴覚障害者協会

○災害時の情報保障を充実してほしい。

○災害の避難などが少し落ち着いたら、手話通訳が設置されたところに聴覚障がい者が集まれる場所を

作ってほしい。安心できる。

浦安市肢体不自由児親の会「どっこらしょ」、身体障害者福祉会

○災害時、充電できる施設や、障がい者が避難できる場所の情報がほしい。

○災害時の避難の仕方や、避難生活など、必要な知識の話を聞くような場があるとよいと思う。

⑦ 理解の促進

聴覚障害者協会

○手話を人々に教える活動や企業に啓発する活動をしたい。

○小学生に手話を覚えてほしい。

○聴覚障がいに対する企業の理解を進めてほしい。

○企業や、バス会社などで電話や口頭による対応を求められることに差別を感じる。配慮してほしい。

○少し手話ができるバスの運転手がいてうれしかった。

視覚障害者の会・トパーズクラブ

○視覚障がいに特化した対応を確立してほしい。
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５ 施設利用者ヒアリング結果

① 福祉・保健・医療サービス

○土日にリズムが崩れるので、土日に利用できるサービスがあるとよい。

○ソーシャルサポートセンター以外でかけこみ相談できる相談先がほしい。

○発達障害の専門カウンセリングが浦安にできればよい。

○ヘルパーにどこまでお願いしていいものか分からない。また、どこまで居宅介護で、どこまで移動支

援で利用できるか区別が分からない。

○身体障がい者福祉センターで入浴サービスをしてほしい。

○週末に利用できるようにしてほしい。

○６５歳になり、身体障がい者福祉センターの利用回数を減らされた。

○グループホームに入っているが、買い物に行きたいときに行けない、夜にトイレに行けないなど不便

を感じることがある。

○身体障がいを対象としたグループホームが少ないので、選択肢がせまい。

○２４時間３６５日支援が必要なので、日中の時間帯ももちろん、夜勤対応ができるヘルパーさんが地

域生活にはもっと必要。

○短期入所、特に一時ケアセンターが利用したいときに利用できない。

○近くに短期入所がほしい。

○短期入所が、緊急時にもっと使えるようにしてほしい。

○日中一時支援で運動不足を補いたいが、不足している。

○重度障がい者を介護できるヘルパーを増やしてほしい。

○個人病院にかかるのが難しい。受け入れてもらえない。知的障がい者が安心して通える病院の情報が

ほしい。

○病院が併設された複合福祉施設があるとよい。

○グループホームの需要と供給を把握し、数だけではなく、内容や世話人が充実した施設を作ってほし

い。

○情報を集約し、様々な方法で提供してほしい。

② 就労

○Ｂ型を探しているが、体力がないので週５日は難しい。短縮して働きたい。調理やレストランなどだ

けでなく、精神に特化した就労先がほしい。

○ステップアップしていけるような就労施設がほしい。

○特別支援学校を卒業してから、パソコン、計算、読み書きなど勉強を学ぶ場が必要。卒業後の作業の

仕事では、学ぶ時間も、場所もない。
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③ 生活環境・まちづくり

○もっと多目的駐車場を設置してほしい。

○側溝の溝に車いすの前輪がはまるので、もっと細かい目の側溝にしてほしい。

○店にバリアフリーのスロープや、エレベーターを設置してほしい。

○外出先に、スロープやエレベーター、車イス用トイレ（大人も使用できるベッドが室内にあり、個室

が広いもの）等が備えられているかどうか、車イス等利用者用の駐車場もあるかどうか。また、外出す

る前にそれらがあるかどうかを問い合わせる手段があるか。

○車いすで利用できるバスを増やしてほしい。

○１人での外出は難しいので、介助の人が必要なときにすぐ手配してもらえるかが不安。

④ スポーツ・レクリエーション

○障がいを持った人たち同士が集まり、自分の事を話したり、地域の事を話したり、その他日常の些細

な事など何でも話せる場所など、つながることのできる場所が欲しい。

○土日に気軽に立ち寄れる居場所がほしい。

○健康のため、筋肉トレーニングなどしたいが、障がい者の利用できるジムなどがない。

○暑い時は身体に熱がこもりやすく、寒い時は身体が冷えやすい。体温調整することが苦手な人が障が

いを持っている人には多いので、日差しが直接当たらない場所や、暖を取れる場所が必要。

○長時間、車椅子に乗っていると身体に負担がかかるので、車椅子を降り、身体を伸ばせる場所が必要。

○会場までの移動や交通機関、ヘルパーの確保が必要。活動中の支援も必要。

○公民館などの活動で、障がいのある方が参加しやすい仕組みやムードがあると良い。

○外出時につきそい現場まで連れて行き、送ってくれるヘルパーさんやシステムが必要。

○スポーツをできる施設を充実してほしい。

⑤ 安心・安全

○災害時に避難生活が難しい。

○災害時薬がなくなると困る。

○災害時の避難が難しい。災害時の分かりやすいマニュアルがあるとよい。
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⑥ 理解の促進

○差別解消法の合理的配慮が難しい。市が啓発活動をしてきたのはわかるが、まだまだ企業などの意識

が低く失望した。正しい理解が出来る様に市も努力してほしい。

○生を受けてから、幼稚園、保育園、そして学校と、一緒に学ぶことだと思う。

○からかわれたり、笑われたりすることが多く、いかに世間が障がい者を知らないか、理解をしようと

している人が少ないかと思う。

○成年後見制度が使いにくい。申請したら望まない後見人が選ばれるかもしれないと思うと、申請でき

ない。

○障がいのある子どもだけでなく、親も地域にとけこむ。

⑦ 普段の暮らしや今後の暮らしで不安だと思うこと、問題だと思うこと

○自分で薬の管理ができなくなることがあるので、薬の管理が必要。疲れやすく、記憶がなくなったり

すること。

○施設などに入所後、ちゃんとやっていけるのか、人間関係がうまくつくれないので不安。

○自分一人では生活できないので、入所できるような場所があるのか、不安。

○家族がいなくなったり、倒れたりしたら不安。

○一人暮らしで緊急時どうすればよいか。１日１回の安否確認などはないか教えてほしい。

○リハビリができなくなったら突然歩けなくなった。運動、リハビリ、どれを抜いても今の体調を維持

できないことを痛感した。

○親なき後の生活の質、安定、住まい確保。

⑧ 今後どのような暮らしをしたいか

○一人暮らしをしたい。できれば浦安市内でしたい。

○支援を受けてグループホームで暮らしたい。

○現在は本人の兄弟が面倒を見ているが、あまり押し付けられない。一人で生活できるようになるとよ

い。

○親が元気で健康なうちは、ぎりぎりまで一緒に生活をし、その後グループホームや、福祉サービスを

利用しながら地域で暮らしたい。

○親子や高齢者と障がい者で入れるグループホームがあるとよい。

○地域で働きながら家族と過ごしたい。

○早くグループホームなどで安定した生活がしたい。

○脳性麻痺だが、一人暮らしが希望。
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計画の基本的事項

１ 計画策定の趣旨

障害者基本法の理念にのっとり、障がいの有無によって分け隔てられることなく、

障がいのある人もない人も相互に人格と個性を尊重し合いながら共に支え合いながら

暮らすことができる「地域共生社会」の実現を目指して基本的な方向性を定めていま

す。さらに、平成 25 年 4 月に障害者自立支援法を改正し、障がい者の定義に難病等

を追加し、地域社会における共生の実現に向け、障害福祉サービスの充実等、障がい

のある人の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため「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（障害者総合支援法）」が施行されました。平成

28 年５月には、障害福祉サービス及び障害児通所支援の拡充等を内容とする「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及び児童福祉法の一部を改

正する法律案」が成立し、「生活」と「就労」の一層の充実や障がい児支援のニーズの

多様化へのきめ細かな対応等を図ることとしています。

また、平成 26 年 1 月には国連の「障害者の権利に関する条約」を批准し、平成

28 年 4 月に、障がい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に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進

することを目的とした「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差

別解消法）」及び雇用の分野における障がいのある人に対する差別の禁止及び障がいの

ある人が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置（合理的配慮の提供義務）

を定める「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律（障害者雇用促

進法）」が施行されています。

本市では、平成 27 年３月に「障がい者計画」と「障がい福祉計画」を一体化した

平成２７年度（2015 年度）を始期とする６年間計画の前期計画「障がい者福祉計画

（平成 27 年度～平成 29 年度）」を策定し、障がいのある人が自らの能力を最大限発

揮し、自己実現できるようにさまざまな支援を行ってきました。この前期計画の計画

期間が平成 29 年度をもって終了することから、計画の見直しを行い、新たに平成 30

年度を初年度とする後期計画「浦安市障がい者福祉計画（平成 30 年度～平成 32 年

度）」（以下、「本計画」という。）を策定します。



2

２ 法律・制度の動向

（１）障がい者の権利に関する条約の批准

平成 19 年に国連の「障害者の権利に関する条約」に署名、それ以降、同条約の批

准に向け、さまざまな国内法の整備を進め、平成 26 年１月にこの条約を批准しまし

た。

（２）障害者基本法の改正

「障害者の権利に関する条約」における考え方に合わせ、障がいの有無にかかわら

ず、等しく基本的な人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられるものであると

の理念に則り、平成 23 年に障害者基本法の一部が改正、障がい者の定義を見直した

ほか、「意思疎通のための手段についての選択の機会の確保」を規定するとともに、「意

思疎通のための手段」の例示として「言語（手話を含む。）」と規定しました。

（３）児童福祉法の改正

平成 24 年の児童福祉法等の改正により、それまで障害者自立支援法（当時）と児

童福祉法に分かれていた障がいのある児童を対象とした施設事業が、児童福祉法に基

づくサービスに一元化され、市町村が支給決定する障害児通所支援と都道府県が支給

決定する障害児入所支援が創設されました。

また、平成 28 年の同法改正により、平成 30 年度から障がいのある児童のサービ

ス提供体制の計画的な構築を推進するため、「障がい児福祉計画」を策定することにな

っています。

（４）障害者虐待防止法の施行

深刻化している家庭や施設での障がいのある人に対する虐待を防ぐため、平成 24

年 10 月から「障害者虐待防止法」を施行し、家庭や施設などで障がいのある人に対

する虐待を発見した人に、自治体への通報を義務付けているほか、親による虐待が生

命に関わる危険性があると認められた場合には、親の許可がなくても自治体職員の自

宅への立ち入りを認めること、虐待に関する相談窓口の設置を自治体に義務付けるこ

となどを盛り込んでいます。
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（５）障害者総合支援法の施行と改正

従来の障害者自立支援法を、平成 25 年に「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」（障害者総合支援法）に改正施行し、障がい者の定義に難病

患者が加えられたほか、ケアホームのグループホームへの一元化、重度訪問介護の対

象拡大などを定めました。

また、平成 30 年４月からは、地域生活の支援として新たに「自立生活援助」や「就

労定着支援」等のサービスが追加されることになりました。

（６）障害者優先調達推進法の施行

平成 25 年４月に「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関

する法律」（障害者優先調達推進法）が施行され、公的機関においては、物品やサービ

スを調達する際、障がい者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進し、

障がいのある人の自立の促進に資することとしています。

（７）障害者差別解消法の施行

障がいのある人への差別を解消するため、平成 25 年に「障害を理由とする差別の

解消の推進に関する法律」（障害者差別解消法）を公布し、平成 28 年４月に施行しま

した。

この法律では、障がいを理由とする差別等の権利侵害行為を禁止するとともに、社

会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合には、その実施に向け

て必要かつ合理的な配慮の義務を定めています。

（８）改正障害者雇用促進法の施行

平成 25 年に「障害者の雇用の促進等に関する法律」（障害者雇用促進法）を改正、

平成 28 年度から雇用分野における障がいのある人の差別の禁止や合理的な配慮の義

務が定めるとともに、平成 30 年度から法定雇用率の算定基礎に精神障がい者を加え

ることを規定しました。

（９）成年後見制度利用促進法の施行

平成 28 年４月に「成年後見制度の利用の促進に関する法律」（成年後見制度利用促

進法）を公布し、同年５月に施行しました。

地域住民の需要に応じた成年後見制度の利用の促進、地域における成年後見人等と

なる人材の確保、関係機関等における体制の充実強化などを規定しました。
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３ 計画の位置づけ

本計画（浦安市障がい者福祉計画）は障害者基本法第 11 条第３項に基づく「市町

村障害者計画」であり、障がい者計画は、本市の障がい者施策を総合的かつ計画的に

推進するための基本計画です。

障害者総合支援法第 88 条に基づく「市町村障害福祉計画」と児童福祉法第 33 条

の 20 に基づく「市町村障害児福祉計画」との整合を図るとともに、「浦安市総合計画」、

「第２次浦安市地域福祉計画」、「浦安市高齢者保健福祉計画・第 6 期浦安市介護保険

事業計画」、「浦安市子ども・子育て支援総合計画」、「健康うらやす２１（第２次）」等、

本市の関連計画や、国の「障害者基本計画」、県の「第五次千葉県障害者計画」等の計

画と整合を図りつつ策定し、推進します。

第２次浦安市地域福祉計画

浦安市総合計画
基本構想・基本計画

そ
の
他
関
連
計
画

【県】
第五次千葉県
障害者計画

浦
安
市
障
が
い
者
福
祉
計
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市
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齢
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健
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・

第
６
期
浦
安
市
介
護
保
険
事
業
計
画

浦
安
市
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
総
合
計
画

健
康
う
ら
や
す
21
（
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２
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）

うらやす地域福祉活動計画Ⅲ

【国】
障害者基本計画
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４ 計画の期間

本計画の期間は、平成 30 年度から 32 年度までの３年間とし、社会経済情勢や障

害者総合支援法の改正に伴う状況等を踏まえて、必要に応じて見直しを行います。

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

５ 計画の対象者

本計画は、障がいのある人を中心に、介助者、援助者、ボランティア、地域住民な

どすべての人を対象者とします。

障がいのある人とは、障害者基本法によって定義されている「身体障害、知的障害

又は精神障害があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける人」、

また、「てんかん及び自閉症その他の発達障害を有する人並びに難病に起因する身体又

は精神上の障害を有する人であって、継続的に生活上の支障がある人」をいい、療育

の必要な乳幼児、児童・生徒、発達障害のある人、自立支援医療費の支給を受けてい

る人、難病患者など、日常生活や社会生活で支援を必要とするすべての人を含みます。

浦安市総合計画＜基本構想＞（～平成 32 年度）

障がい者福祉計画
（平成 27年度～平成 29年度）

障がい者福祉計画
（平成 30 年度～平成 32 年度）
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６ 計画策定の方法

（１）計画策定の方法

① 障がい者関連施策の進捗状況の洗い出しと評価

障がい者福祉計画に掲げた施策全般にわたる事業の進捗状況について、各関係部署

による洗い出しを行い、今後の施策の方向性を検討・評価し、新たな計画における方

針を定めました。

② 障がい福祉に関するアンケートの実施・分析

障がいのある人を対象にアンケート調査を実施し、障がいのある人の生活状況やニ

ーズ、現行の施策・事業に対する評価などについて把握、分析を行いました。

③ 障がい者団体等へのヒアリング調査の実施

上記アンケート結果を補完し、より具体的な問題提起や要望を把握するため、市内

の障がい者団体等を対象にヒアリング調査を実施し、また広く一般市民からパブリッ

クコメントを募集するなど、新たな計画内容への反映に努めました。

④ 障がい者福祉計画策定委員会における審議

障がい者団体関係者をはじめ、福祉・医療・教育・雇用等の各分野の関係者、学識

経験者などからなる「計画策定委員会」を設置し、新たな計画内容に関し、専門的、

大局的な観点から議論を積み重ねました。
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７ 計画の推進・フォロー体制

（１）計画の推進体制

本計画を総合的・実効的に推進していくために、以下のような連携と協働の体制の

整備を図ります。

① 庁内の推進体制の整備

健康福祉部（障がい事業課・障がい福祉課）を中心として、関連部局が連携し、計

画を推進します。

② 人的資源の確保と資質の向上

本計画を推進するうえで、不可欠である専門技術者の確保と育成に努めます。特に

ケースワーカー・手話通訳者・要約筆記者・福祉サービス従事者などの確保と資質の

向上に努めます。

③ 関係機関・市民等との連携の促進

ⅰ）福祉・医療・教育・雇用等の関係機関との連携

本計画を推進する担い手となる、福祉・医療・教育・雇用等の各分野と、より一層

の連携に努めていきます。

ⅱ）民間事業所等との連携

市民全体の力を集めて本計画を推進していくために、民間の一般事業所、マスメデ

ィア・市民団体・自治会等との連携を図り、情報交換・課題の共有、協働の推進に努

めます。

ⅲ）近隣市及び県、国との連携

広域的な対応が必要な施策・計画については、近隣市および県と連携を図ってその

実現に努めます。また、県、国に対しては、特に行財政上の措置を、必要に応じて要

請していきます。
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（２）計画のフォロー体制

本計画は、日々現実に生活を営んでいる障がいのある人を主な対象とした計画であ

り、また、福祉・医療・教育・雇用等の各分野との連携と、社会情勢の変化や障がい

の特性にあわせた配慮が必要です。

したがって、計画自体をより具体的なものにするため、また、計画の実施がその目

的に照らして効果的であるかどうか等を検証するために、実施状況等の点検が不可欠

となります。

そのため、作成した計画については、進捗を把握するだけではなく、分析・評価の

上、課題等がある場合には、随時、対応していくことになります。

浦安市では、「障がい者計画」、「障がい福祉計画」の双方に「ＰＤＣＡサイクル」を

導入し、市・関係機関・障がいのある人の代表からなる浦安市自立支援協議会と連携

を図り、計画の進捗状況を年に１回以上、自立支援協議会で評価・分析するとともに、

必要に応じて事業の見直し等を行います。

「ＰＤＣＡサイクル」は、さまざまな分野で品質改善や業務改善などに広く活用さ

れているマネジメント手法で、「計画（Plan）」「実行（Do）」「評価（Check）」「見直

し（Action）」を順に実施していくものです。

現状の課題を元にして
計画を策定する

プランの策定・Plan

計画に沿って取組を
実施する

実施された取組の効果を
計る

評価結果を元に、さらなる
取組の改善を図る

プランの実施・Do

プランの評価・Check



第１編 障がい者計画
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施策の体系
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第２章 施策の展開

１ 理解と交流の促進

現状と課題

障害者基本法では、身体、知的、精神の 3 障がいに加え、難病や、発達障がいを含

むその他心身の機能に障がいのある人がその定義に加えられており、多様な障がいに

対する理解を広めていくことが求められています。

市では、平成２８年４月１日に施行した「浦安市障がいを理由とする差別の解消の

推進に関する条例」に基づき、「浦安市障がい者差別解消推進計画」を策定し、障がい

と障がいのある人への理解を深めるための小冊子「こころのバリアフリーハンドブッ

ク」による啓発活動や、障がいと障がいのある人への理解を深めるためのイベントを

開催し、障がいのある人に対する理解を広げる取り組みを行ってきました。

浦安市障がい福祉に関するアンケート調査結果（以下「アンケート」という。）では、

障がいのある人への市民の理解を深めるために必要なことは、「学校での福祉人権教育

を充実する」の割合が 37.1％【前回 36.7％】となっています。

障がいのある人が豊かな暮らしを送るためには、ボランティア等の支え合い活動や

他の障がいのある人との交流は欠かせないものです。障がい者団体等のヒアリング調

査では、障がいのある人同士が集まることができる機会を求める声が挙がっています。

また、視覚障がい者の団体からは「誘導ブロックの理解が進んでいない。」、聴覚障

がい者の団体からは「企業や学校に、聴覚障がいに対する理解や手話の啓発に行きた

い」などの意見が挙がっています。

また、アンケートでは、「障がいのある人が積極的に社会に進出する」ことが、「障

がいのある人への理解を深めるために必要」という結果になっています。
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（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
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２ 福祉・生活支援の充実

現状と課題

障がいのある人やその家族が、地域で安心して暮らしていくためには、日頃の悩み

を相談したり、必要な支援、サービスを適切に受けることができることが大切です。

障がいのある人の相談や福祉サービスに対するニーズは多様化しており、障がい者

団体等のヒアリング調査では、専門的な相談先や、訪問による相談対応等、相談支援

の充実を求める声や、短期入所や行動援護の不足等、在宅福祉サービスの充実に関す

る声、休日の日中の活動の場等を求める声が挙がっています。

また、アンケートでは、今後の暮らしについて必要なことや課題・不安について、

「緊急時の対応」が 47.5％で第 1 位、「費用面」が 37.8％で第 2 位、「日常的な生

活面でのフォロー」が 37.6％で第 3 位となっています。

平成 24 年 4 月よりサービス等利用計画の作成が始まり、現在サービス等利用計画

の作成状況は 100％に達していますが、相談支援事業所の不足により、セルフプラン

が増加傾向にあります。相談支援事業所と相談支援専門員の不足の解消が課題となっ

ています。

また、アンケートでは 10.7％【前回 10.7％】の人が相談にのってもらえる人がい

ないと回答しています。

さらに、アンケートでは、将来の希望する暮らし方について、「ひとり暮らし」が最

も多く、次いで「グループホーム（介護や支援、見守りがある少人数の共同生活）」、

「施設など、大勢の人と一緒の暮らし」【前回 第１位「家族との同居」、第２位「支

援を受けながらひとり暮らし」、第３位「ひとり暮らし」】となっており、障がい者団

体等のヒアリング調査においても親亡き後の住まいへの不安を挙げる人が多くなって

います。
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（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
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３ 保健・医療の充実

現状と課題

がん・脳血管疾患・心疾患・糖尿病等の生活習慣病を原因とした障がいが増加する

中、市では、各種健（検）診等を通じて、障がいの原因となる疾病等の予防と早期発

見に努めています。

また、子どもの疾病や障がいの早期発見・早期療育のために乳幼児健康診査の充実

を図り、各種健（検）診等の未受診者の解消に努めてきました。

アンケートでは、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 29.7％【前回 35.7％】と最も高く、障がい者団体等のヒアリ

ング調査においても、医療機関を受診する際の困難さや、障がい特性に応じた医療機

関に関する情報提供を求める声等が挙がっています。

また、国の第５期障害福祉計画に係る基本指針においても、医療的ケア児が適切な

支援を受けられるように、保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の関係機関が連携

を図るための協議の場の設置が目標として掲げられています。

（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
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４ 子どもへの支援の充実

現状と課題

こども発達センターでは、発達に心配のある子どもとその保護者を支援するため、

発達段階に応じてグループや個別での専門的な相談・療育を行ってきました。また、

市の独自事業「青少年サポート事業」では、就学後の発達に心配のある子どもとその

保護者に対する専門性の高い相談や療育支援の充実を図りました。

アンケートでは、「就学後の療育が少ない」などの意見や、放課後等デイサービスに

ついては、「土日も利用したい」「さまざまな形でニーズに対応してほしい」「重度障が

い児の受け入れ先を増やしてほしい」など、就学後の療育に対し質・量ともに向上が

求められています。

また、福祉サービスを「現在利用していない」と答えた人に、今より暮らしやすく

なるために必要なサービスや支援について聞いたところ、18 歳未満の回答では「気

軽に相談できる相談先」が最も高くなっています。さらに、障がい者団体等のヒアリ

ング調査では、子どもの個性に応じた教育支援や成人までの一貫した相談支援等を求

める声が挙がっています。

障がいや発達に心配のある子どもに対しては、早期から発達段階に応じた一貫した

支援を行っていくことが重要です。市では、サポートファイル等を活用しながら、切

れ目のない支援に取り組んでいるところです。

（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
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５ 雇用・就労支援の推進

現状と課題

障がいのある人の就労は、収入面だけでなく、社会参加の視点からも非常に重要な

課題となっています。

アンケートでは、暮らしやすくなるために充実してほしいこととして、「生活安定へ

の支援」が 29.3％【前回 30.0％】、「障がい者雇用の推進」が 24.7％【前回 25.2％】

と割合が高くなっており、働くために必要なことは、「障がいに合った仕事であること」

が 24.9％【前回 31.1％】、「勤務時間や日数を調整できること」が 24.1％【前回

26.1％】、「周囲が障がいに対して理解があること」が 23.3％【前回 27.3％】と割

合が高くなっています。また、現在就労などをしないで自宅で過ごしていると答えた

人の理由について、「障がいが重い、または病弱のため」が 30.3％【前回 38.5％】、

次いで自分に合う仕事がないため」が 9.6％【前回 12.1％】となっています。

さらに、自由意見では、「設備の充実とできる仕事の種類を増やしてほしい。」など

の意見があり、就労施設の充実や障がい特性に応じた職種・勤務時間の柔軟性を求め

る声が挙がっています。

（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
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６ 生活環境の整備

現状と課題

障がいのある人にとって暮らしやすい生活環境の実現に向けて、公共的施設、民間

施設、道路のバリアフリー化やユニバーサルデザインによるまちづくりを行うことが

大切です。

障がい者団体等のヒアリング調査では、店などへのスロープやエレベーター、多目

的トイレ・駐車場の設置の促進が求められています。

市では、新庁舎の建設にあたり、障がい者団体等との意見交換会を実施し、多目的

トイレの設置やエントランスの音声案内などユニバーサルデザインに配慮した庁舎と

しました（平成 28 年 6 月完成）。

アンケートでは、外出する時の主な交通手段は「徒歩」62.9％【前回 59.5％】に

次いで、「バス」45.2％【前回 42.6％】が第 2 位、「電車」44.8％【前回 42.3％】

が第 3 位となっています。

障がい者団体等のヒアリング調査では、「市内に車いすで通りづらい道路がいくつか

ある」「バスは設備面は整ってきたが、人員の関係で車いすで乗車するのは実質的に難

しいことがある」などの意見が挙がっています。

また、災害時に支援や配慮を必要とする要援護者への対策の重要性が、大きな課題

となっています。アンケートでは、災害（地震や水害など）に備えた準備について、

「準備はしているが万全ではない」「準備することができない」「何を準備すればいい

か分からない」が合わせて 66.0％【前回 65.6％】となっています。障がい者団体等

のヒアリング調査調査においても災害時の避難方法、避難生活等への不安を感じてい

るという意見が多く挙がっています。

（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
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７ 自立と社会参加の促進

現状と課題

アンケートでは、現在何か趣味やスポーツ、レクリエーションをしているかの問い

について、「していない」が 44.6％【前回 52.0%】で、「している」を上回りました。

していない人について、趣味やスポーツに参加するために必要なことは、「会場に通え

る手段があること」が 25.8％、次いで「周囲が障がいに対して理解すること」が

25.3％、「趣味やスポーツに参加するに当たり、必要な配慮を受けられること」が

24.2％となっています。また、自由意見では、「一般のスポーツ施設を利用すること

は難しい。」「運動できる場が少ない」という意見が多く挙がっています。

（１）余暇活動の促進

（２）自主的活動の促進
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８ 差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止

現状と課題

平成 23 年、障害者虐待防止法が公布され、同年 8 月の障害者基本法の改正では、

障がいを理由とするあらゆる差別の禁止や消費者としての障がいのある人の保護、選

挙や司法手続き等での配慮を講じる義務が定められました。

平成 25年 6月には、障害者差別解消法が公布、平成 28年 4月に施行されました。

国及び地方公共団体等においては、障がいのある人への不当な差別的取扱いを禁止し、

合理的配慮の提供を義務化しています。

また、民間事業者においては、同様に障がいのある人への不当な差別的取扱いを禁

止し。合理的配慮は努力義務とされるなど、障がいのある人への権利擁護のための法

整備が進んできています。

市では、平成 28 年度に、「浦安市障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条

例」を制定し、併せて「障がい者権利擁護センター」を設置しました。権利擁護セン

ターでは、障がい者虐待の通報・届出、障がいを理由とする差別、配慮の問題等につ

いての相談を一体的に受け、事実確認や、解決に向けた調整支援等を行いました。

また、市では平成２９年度に、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の理解及

び普及に関しての基本理念を定めた「手話言語条例」を制定し、今後は、手話の啓発

を推進していきます。

アンケートでは、差別や嫌な思いをした経験について「よくある」（3.9％【前回

3.7％】）、「時々ある」（16.6％【前回 14.6％】）で 20.5％となっており、平成 25

年度の調査結果の 18.3％より微増となっています。一方、障害者差別解消法や障が

いを理由とする差別の解消の推進に関する条例、障がい者権利擁護センターの認知度

は 2.～３割にとどまっており障がいのある人に対する法律や条例、障がい者権利擁護

センターについての情報提供促進を必要とする結果になっています。平成 28 年 5 月

に成年後見制度利用促進法が施行され、成年後見制度の利用促進、地域における成年

後見人等となる人材の確保などが定められました。

アンケートでは、成年後見制度について、「聞いたことはあるがよく知らない」「ま

ったく知らない」を合わせると 47.9％【前回 38.3％】を占めています。
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（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



H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

設計業務

法令関係手続

工事

備品搬入・

引越

基本設計

新築工事 実施設計

協議・申請

外構整備 協議・申請

解体工事 実施設計 外構整備 実施設計

解体工事

新築工事

外構工事

福祉作業所引越
引越 4/1改設
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松田平田設計 浦安市東野地区複合福祉施設基本設計 002計画概要

（1）建築概要

計画施設名　：　浦安市東野地区複合福祉施設

計画地　　　：　千葉県浦安市東野一丁目８

用途地域　　：　第１種中高層住居専用地域　　建ぺい率６０％、容積率２００％

　第１種住居地域（幹線沿道）　建ぺい率６０％、容積率２００％

高度地区　　：　第２種高度地区

防火地域　　：　建築基準法第２２条区域

日影規制　　：　４時間、２．５時間（受影面の高さ：４．０ｍ）

主用途　　　：　【通所施設】児童福祉施設等【居住施設】児童福祉施設等

全体敷地面積：　14,784.08㎡(外構整備範囲を含む)

申請敷地面積 :    【通所施設】6051.75㎡【居住施設】2008.80㎡

建築面積　　：　【通所施設】1925.00㎡【居住施設】895.00㎡

延床面積　　：　【通所施設】３870.00㎡【居住施設】1830.00㎡

建ぺい率　　：　【通所施設】35％【居住施設】45％

容積率　　　：　【通所施設】65％【居住施設】95％

構造・規模　：　【通所施設】鉄筋コンクリート造　4階建　【居住施設】鉄筋コンクリート造　３階建

（2）施設概要

建物用途　　：　複合福祉施設

施設名　　　：　浦安市東野地区複合福祉施設（仮）

施設構成　　：　通所施設・・・身体障がい者福祉センター、生活介護事業所、地域活動支援センターⅠ型、

　　指定特定相談支援、障害児相談支援

ソーシャルサポートセンター、地域福祉センター、防災備品庫

　居住施設・・・子育て短期支援事業所、地域生活支援拠点

（3）工程表

※計画は現段階のものであり、今後の実施設計及び関係各所との協議で変更が発生する恐れがございます。

通所施設 居住施設

▼
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