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平成29年度第４回浦安市自立支援協議会地域生活支援部会 議事録

○「障がい」の表記について

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

（例）障がい者福祉センター、身体障がい者福祉センター など

○委員名の表記について

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

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

１．開催日時 平成30年２月15日（木） 午後１時30分～午後２時30分

２．開催場所 健康センター 第１会議室

３．出席団体名

社会福祉法人なゆた（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、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、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）りべるたす株式会社 グループホーム「はれ」視察報告

（３）その他

５．資料

（１）議題１資料 浦安市障がい者福祉計画（平成30年度～平成32年度）【素案 抜粋】

（２）議題２資料 グループホーム「はれ」視察報告
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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。

社会福祉法人敬心福祉会：サブリーダーです。よろしくお願いします。

リーダー：それでは、本日は議題が３つございます。前回に引き続き、部会終了後に本日の作業部会を行うこ

とになっております。２時 30 分までに部会の進行を進めたいと思いますので、皆様どうぞよろしくお

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：議題１障がい者福祉計画の策定について、資料は議題１資料をごらんいただければと思います。

浦安市障がい者福祉計画（平成 30年度～平成 32年度）の素案の抜粋というものになります。前回、

たたき台をお示しさせていただいているんですが、策定委員会などを経まして素案ができ上がっていま

すので、地域生活支援部会にかかわるところを抜粋してあります。

現在、パブリックコメントを実施して、意見の募集期間は終了しておりまして、そのパブリックコメ

ントに対する回答案を作成中となっています。パブリックコメントの実施結果については、部会では報

告できないのですが、ホームページ等で公表いたしますので、そちらをごらんいただければと思います。

では、資料の説明をさせていただきます。７ページになります。

第１編の障がい者計画ですが、この施策の体系別に現状と課題とか、取り組みの方向性、主な事業な

どを書いているんですが、施策の体系については前計画と変わりがないというふうになっています。

地域生活支援部会にかかわるところとして、重点項目になっている、施策の方向性の２番、福祉・生

活支援の充実、５番の雇用・就労支援の推進があります。そちらについて説明させていただきます。
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この重点項目については、５ページ、６ページ目の計画の基本理念と重点的な取り組みで、詳しく書

いてあります。関係あるところとしては６ページの４番、就労の促進が地域生活支援部会とかかわりの

あるところになっています。

内容ですが、８ページ目からになります。

施策の方向性、２番、福祉・生活支援の充実の中の基本施策の（４）住まいの場の充実というところ

です。全て説明すると時間がかかってしまいますので、本日は前計画から修正されたところを主にご説

明したいと思います。

８ページの下の取り組みの方向性、①グループホームの機能を有する地域生活支援拠点の整備、こち

らが新たに加わったところになります。「自立支援協議会等において具体的な機能を協議し、体験の機

会・場、緊急時の受け入れ・対応など居住支援のための機能を持ち、地域の実情に応じた『地域生活支

援拠点』を平成 32 年４月までに整備し、家族との同居、ひとり暮らし、グループホーム等、一人ひと

りが希望する地域生活を支援します」という一文となっています。

続いて９ページ目です。取り組みの方向性、③住宅関係支援の充実、こちらの６行目の「また」から

ですが、「民間住宅市場で入居制限を受けやすい高齢者・障がい者世帯等の居住の安定を確保するため、

住宅セーフティネットに関する施策の構築を図ります」。この一文が前計画と違う部分になりまして、

新たに加わっている部分になります。

10 ページからの主な事業につきましても、11 ページの最後、地域生活支援拠点の整備というものが

新たな主な事業として加わっています。

続きまして、12 ページ、施策の方向性５、雇用・就労支援の推進の基本施策（１）障がい者雇用の

推進と就労支援体制の充実。現状と課題のところで少し新しい内容が入っておりまして、２行目から

「改正障害者雇用促進法では、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

理的配慮の義務が定められました」。アンケートでは、「暮らしやすくするために、充実してほしいこ

ととして、『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」という、今回のアンケー

トの結果を入れてあります。

こちらの取り組みの方向性、主な事業につきましては、前計画から変更は特にありません。

15 ページが基本施策（２）福祉的就労の促進となっています。現状と課題では、アンケートでは、

「『設備の充実とできる仕事の種類を増やしてほしい』、『数の整備だけでなく、事業所や相談支援事

業所が連携し、選択できるようにしてほしい』、『いろいろな訓練やステップアップができる場所があ

るとよい』などの意見があり、就労支援の充実や障がい特性に応じた職種を求める声が挙がっていま

す」というものが、今回のアンケートの結果をここに入れてあります。

今後も福祉的就労の場の充実を図るとともに、就労訓練の場の提供など多様な就労支援の取り組みを

充実することが必要という内容となっています。
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障がい者計画については以上になりまして、続きまして第２編の障がい福祉計画になります。21 ペ

ージからになります。

22 ページから事業の説明ですが、新たな事業が加わっていまして、地域生活支援部会にかかわりの

ある事業になりますので、説明させていただきます。

22ページの上から２番目、重度訪問介護のところです。

平成 30 年度から新たに、※印のところ、「入院中の医療機関においても一部利用が認められます」

という、平成30年度からの改正が入っています。

続いて、25ページです。

訓練等給付のサービスのところで、平成 30 年度から新たに１つ事業がつけ加えられています。就労

定着支援ということで、「一般就労している障がいのある人の就労に伴う生活面の課題の解決のため、

事業所・家族との連絡調整や助言などの支援を行います」。こちらが新たに加わった事業になります。

主な利用対象者像としては、就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した障がいのある人で、就

労に伴う環境変化により生活面の課題が生じている人というのが主な対象と想定されています。

続いて、26ページ。

居住系のサービスの平成 30 年度からの新たな事業、１番の自立生活援助です。内容としては、「障

害者支援施設やグループホーム等からひとり暮らしへの移行を希望する知的障がい者や精神障がい者な

どに対し、定期的な巡回訪問や随時の対応を行います」というもので、主な対象者像としては、「障害

者支援施設やグループホーム等を利用していた障がいのある人でひとり暮らしを希望する人など」とな

っております。

サービスの内容については、以上になります。

27 ページからが目標値と、サービスの実績と今後の見込みが入っています。地域生活支援部会でか

かわるところとしては、地域移行等の目標ということで、27 ページ、１、地域生活への移行目標、施

設入所者の地域生活への移行の推進ということで、平成 28 年度末の施設入所者から地域への移行を目

指して 32 年度末の施設入所者数は２％以上削減するということを目標にして、国のほうが目標に掲げ

ていますので、浦安市のほうの目標としても２％ということで、28 年度末が 54 名であったものを平成

32年度末の施設入所者数の目標は53としています。

また、（２）は、こちらも国のほうの目標で掲げられています「精神障がいにも対応した地域包括ケ

アシステムの構築」ということで、平成 32 年度末までに市町村で保健・医療・福祉関係者による協議

の場を設置することを目標としていますので、浦安市でも平成 32 年度末までにこの協議の場を設置す

ることを目標としています。

（３）「障がい児の重度化・高齢化や『親なき後』を見据えた地域生活支援拠点等の整備」。こちら

も国の基本指針では平成 32 年度末までに市町村で１つ設置するとなっています。すみません、「平成

32 年度末までに」というのが二重で書かれてしまっているんですが、訂正させていただきます。浦安

市では平成 32 年４月までに地域生活支援拠点を整備すると予定をしておりますので、この計画で今後
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進めていきます。

続いて、29 ページ、２番の就労の目標。こちらは（１）福祉的就労から一般就労への移行者数の目

標ということで、平成 28年度の一般就労の移行者数から平成 32年度の一般就労移行者数を 1.5倍とす

ることが国の目標となっていますので、浦安の目標としても国の目標と同じで 1.5 倍ということで、33

名と目標を設定しています。

また、（２）としては、就労移行支援事業の利用者に係る目標ということで、平成 28 年度の就労移

行支援事業の利用者数を平成 32 年度には２割以上増加させるということで、51 名から 61 名というこ

とで目標を設定しています。

31ページ以降については、地域生活支援部会にかかわりのあるサービスについて、27年度から 29年

度の実績と、30 年度から 32 年度までの目標というものが数値として掲げてありますので、ご覧くださ

い。

本日、パブリックコメントは終わってしまったので、大幅な修正はできないということになるんです

が、適宜修正は加えられるものは加えていきたいと思いますので、素案に対するご意見がありましたら、

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。

それでは、ただいまの説明に対して、ご質問やご意見等がある方は挙手をお願いいたします。

株式会社ダイム、どうぞ。

株式会社ダイム：９ページにありました住宅関係支援の充実、３番目です。

今回、さっきおっしゃった「民間住宅市場で入居制限を受けやすい高齢者・障がい者世帯等の居住の

安定を確保するため、住宅セーフティネットに関する施策の構築を図ります」という、こういったもの

について、これはぼんと１冊の本になって出てくるもので、こういう書き方なのかもしれないんですけ

れども、すごくいいなとは思って聞いているんですが、具体的には何かあっての話なんでしょうか。そ

れとも、これから考える話。

リーダー：事務局、お願いできますでしょうか。

事務局：具体的な方策とか、事業というのはまだ決まっていないんですが、市として住宅課というところが中

心になっているんですが、平成 31 年度に住生活基本計画というのを策定していくこととなっていまし

て、その中で民間住宅市場で入居制限を受けやすい、高齢者・障がい者に限らないんですが、生活困窮

者、あとは母子家庭ですとか、そういった方も含めて住宅セーフティネットに取り組むということで計

画を策定すると市のほうで今、掲げているところです。

事務局：すみません、今の説明に補足ですが、この住宅関係、具体的なものはまだ出ていないんですが、ただ、

これまでいろいろなご意見とか、例えば民間の賃貸住宅を借りるときに保証人がいなくて何か困るとか、

そういったようなお声は結構ちらほら出ていたりしているんです。

そんなことも含めて、一応予定として 30 年度に住宅課と障がい福祉課、高齢者福祉課も含めて、い
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わゆるニーズ調査みたいな形で 30 年度行っていくという方向性は決まっております。そこからまた何

か導き出されるもの、どういったものが必要なのかとか、そういったところが見えてくるのかなと思っ

ています。

以上です。

リーダー：ありがとうございます。

株式会社ダイム、大丈夫ですか、今の回答で。

株式会社ダイム：市で考えるということでよろしいですか。市の中で考える。

事務局：その調査は住宅課を中心に行っていく予定です。

リーダー：ありがとうございます。

ほかに何かご質問、ご意見。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：25 ページで就労定着支援の新規事業ということですが、利

用対象者のところに就労移行支援等の利用を経てと書いてあるんですが、特別支援学校の高校を卒業し

て直に就労した人は、利用対象者にはならないのでしょうか。

障害者就業・生活支援センターいちされん：すみません、私のほうから。

今回、この就労定着支援事業というのは、国の援助で今年の４月から新しく始まるものなんですが、

基本的には就労移行支援事業所もしくは就労継続Ｂ型、生活介護、生活訓練、何かしらその施設を通過

して一般就労に結びついた方が対象になります。

なので、例えばこれから特別支援学校を卒業されて就労に結びつきましたよというふうになると、浦

安市の就労支援センターか、私ども就業・生活支援センターがアフターサービスを見るという形になる

と思います。特別支援学校からは、もう既にうちのほうに登録のために今年の３月卒業でということで

登録にいらっしゃっている方もいますので、恐らく学校の先生方はご存じかなとは思います。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：では、登録していれば大丈夫ということですか。

障害者就業・生活支援センターいちされん：そういうことですね。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：わかりました。ありがとうございます。

リーダー：ほかに何かご質問等ある方、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：私もこれ、同じように気になったんですね。まず、特別支援学校からならそういう登録をし

ていたら大丈夫といったときに、以前から何とか１人で頑張ってきた人たちというのは、やっぱりその

対象ではなく、直接そちらにということで。

障害者就業・生活支援センターいちされん：そうです。

株式会社ダイム：了解しました。

リーダー：ありがとうございます。

その他、何かご意見、ご質問ございますでしょうか。

株式会社ダイム、どうぞ。
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株式会社ダイム：何度もすみません。

国の基準が出たことで、それに対してのパーセンテージというのは理解できるんですが、27 ページ

の３年間で一人というのもどうなのかなというのが。全てのこの数字、目標なのはわかるんですけれど

も、１人というのがどうなのかなという。何か、そんなに消極的でなくてもいいような気がして、余り

何かそうすると１人やった、もう大丈夫だというんで３年間大丈夫みないになってしまうのもちょっと

不安な気がして、もっと浦安市のこれを出すんだとしたら、何かもう少しあってもいいのかなというの

が。国の目標を超えるとか、浦安市はこうふうにやるぞみたいなものがなかったのかな。

リーダー：事務局、お願いいたします。

事務局：27 ページのところですが、一応その１名というものが、実質は１名ということになるんですが、Ａ

引くＢということで、28年度から 32年度、28年度末の入所者数が 54、32年度末が 53ということで１

人になっているんですが、その下の入所から地域生活へ移行する目標人数が５となっていまして、既存

の入所者の減と新規入所者分の増は上の１ですが、地域に移行する人としては５名と見込んでいるんで

すね。その分、新たに入所する方がいるということで、４名は新たに入所してしまう方がいるというこ

とで差し引き１になっているんですが、地域移行をする方としては５名を一応見込んでいるというふう

にはなるのかなと思っています。

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。

ほかにご意見、ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。

いないようなので、次の議題２に進みたいと思います。

議題２の資料ですね。前回、グループホームの「はれ」というところを見学に有志者で行ったんです

が、視察報告について、当日視察に参加された社会福祉法人市川レンコンの会よりご説明をお願いでき

ればと思います。

では、よろしくお願いいたします。

社会福祉法人市川レンコンの会：お手元のパワーポイントという形で説明させていただきたいと思います。

この「はれ」さんですが、一応、株式会社なのかな、「りべるたす」さんというもともと千葉市でい

ろいろな難病の方、ＡＬＳの方とか筋ジストロフィーの方とか、あとは重度心身障がいの方とかを主に

支えてきた法人さんが船橋に進出してきて、このグループホームを建てられたというような状況です。

サービスとしては空床利用型短期入所付共同生活援助、要は、グループホームの中にショートステイ

のお部屋がある。グループホーム、これは定員が５名なんですけれども、例えば今、本入居になってい

る方が４人いらっしゃって、あと１名あくので、そこをグループホームの本入居の方のお部屋でもいい

ですし、あいているときはショートステイとして利用できるというような建て方のグループホームさん

です。

実際、「はれ」さんの中では、このショートステイはレジュメどおりに体験・緊急枠という形で運用

されているんですが、ショートステイを利用される方として本当に利用されているということで、大体
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18 名ぐらいの方がショートステイを入れかわり立ちかわり、主に難病の方ですとか重い身体障がいを

持たれているという形にはなる。脊損の方とか、そういう方も含めて 18 人ぐらいいらっしゃるんです

けれども、視覚障がいの方もいらっしゃるというようなお話もされておりました。

何でショートステイを受けているかというと、そういういろいろな難病ですとか重い身体障がいの方

とかというところで、その生きづらさを支えるために、いきなりショートステイでお願いしますと来ら

れてもちょっとどういうケアをしていいかわからない部分も本人さんとしてはあるというところで、ま

ず顔見知りになっていただいてご本人の様子をまず知って、本当に緊急のときにしっかりバックアップ

できるような体制を整えたいということで、最初、平時といいますか、有事ではないときでもショート

ステイを使いながら慣れていって、顔なじみになっていって、一見さんお断りではないんですが、一見

さんで急にという状態を防ぎたいということで、このようなやり方をされているということでした。

土居内科医院さんという医院の運営する、高齢者の入所している１階部分がグループホームになって

います。一応、賃貸でやられている形です。視覚障がいとも書いてありますね。在宅のお医者さんが利

用者の問診等、グループホームというサービスと往診が必ず入っても全然問題ないサービスなので、そ

こは往診をしているというような形になっています。

写真も次のページにございますとおり、当然バリアフリーの構造で、機械浴が整備されていまして、

ここが 1,000 万ぐらいかかったと。補助金を使いましたけれども 2,000 万円ぐらいかかりましたよとい

う形で、こちらもふだん在宅で過ごされている方が入浴をショートステイとかグループホームの体験入

居というような枠組みで入浴しに来るというところで、そういう使い方をされている方がいらっしゃる

というお話でした。

入浴のみの利用も可ということで、あとはグループホームで通所があって、夜の場でグループホーム

があってというイメージだとは思うんですが、市町村の決定にもよるんですが、区分４以上で市町村が

認めた方に関しては、外部から居宅介護なり重度訪問介護などが使えたりもするので、そこを最大限、

それがないと支えられないので。例えば世話人さんだけではどうしようもないということも多々あると

ころで、当然入浴するときなんかはもう何人も介助者がいるという現状はありますので、そこはもう重

度訪問介護ですとか居宅介護ですとかをグループホームの中に入れて支援をしていくというような流れ

になっています。

施設の様子がこのような形で。パンジーというような設備を設けていたりですとか、あとは、電気代

節約と言ったらあれですけれども、ソーラーパネルで電気を自家発電していたりという工夫もされてい

らっしゃいます。

理事長さんの思いとしては、こういう重度の身体障がいの方とか難病のＡＬＳの方ですとか、介護保

険との絡みとかも出てくる中で、全部それで固めてしまうと月に二、三十万かかってしまうというとこ

ろがあったりもしますし、そういうところを障がい者のグループホームと障がい者のサービスで支えて

いくというようなところがあるので、そちらをお勧めしたりとかするそうです。

障がいの基礎年金が８万と特別障害者手当２万 6,000 円があって、大体ご本人が 10 万ぐらい使える
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中で、当然グループホームですので国の家賃補助、恐らく援護地にもよりますが、市の家賃補助などが

あるので、まあまあとんとんぐらいでいけるのではないかなというようなお話もされていました。

理事長さんとして一番大切にしているところは、体験的に使ってみるというところで、先ほども申し

上げたとおり、いきなり一見さんでどこもないからグループホーム、体調が変化したらグループホーム

みたいなことを言われてしまうと、なかなかどうしていいかわからない部分もあったりもするので、在

宅のうちから体験的に利用して、お風呂に入りにいくだけでもいいですし、何でもいいから利用してみ

たらいかがですかねみたいなお話はされていまして、なので、この法人さん、我々が見に行ったところ、

下総中山から徒歩５分ぐらいのところにあるんですが、塚田駅から 10 分ぐらいのところにも１棟設け

ていて、あとは千葉市の中央区を中心にいろいろグループホームをお持ちなんですが、大体、空床型の

ショートステイのお部屋が１個なり２個ついているというような形になっているそうです。

あとは訪問看護ですとか、場合によっては訪問入浴ですとかというところのサービスを組み合わせな

がら、皆さんを支えているというような法人さんでした。ざっとこんな感じですけれども、補足等、感

想等あればよろしくお願いします。

以上でリーダーに返したいと思います。

リーダー：ありがとうございました。

では、見学に行かれた委員の皆様、一言何かご意見とかあれば、ご感想でもいいので言っていただけ

たらと思っております。

では、社会福祉法人敬心福祉会からよろしいですか。

社会福祉法人敬心福祉会：全員が行けない中で行かせていただいて、すみません、ありがとうございました。

今の説明の中になかった情報プラス感想を幾つか言わせていただきたいと思うんですが、建物自体、

結構新しくて、白黒の写真なんでイメージが湧くかどうかわからないんですけれども、外から見ると打

ちっ放しみたいな感じの近代的なつくりで、もちろん生活面の支援を充実させてもらうというところが

一番大切なんでしょうけれども、入居ということになると恐らくイメージというのも大切なんだろうな

と、外観とか中の内装とか、そういう意味ではとてもきれいで近代的でいいなと思うような、第一印象

としてというところでした。

気になったことを幾つか私も代表の方に質問させていただいたんですが、最初に気になって質問させ

ていただいたことが、浦安だとどうしてもグループホームだと、日中、世話人さんがなかなかいること

ができなくて、日中は外で活動してもらわないと困るというようなグループホームが多いんですが、重

度の方で皆さんがどのような形で外に出られているのか、活動できているのかということをお聞きした

ら、１名の方は生活介護を利用されていて外に出られているみたいなんですが、ほかの方は外出とかは

されるんでしょうけれども、いろんなサービスを使って、常に外にいるという状態ではなくて中にいる

ことも多いということだったので、つまり職員さんが常時、中にいらっしゃるということだったんです

ね。そういうことができるんだなと。多分、金銭的な問題のやりくりということだとは思うんですが、

職員が日中でも常にいられるというような環境を整えられているんだなと思いました。
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それから、基本的なことで、グループホームの建物自体をどうやってつくって運営していくかという

ので、どうしても新しく何か自分たちでつくるとか、あるいはもともとあったところを借りて賃貸でや

るという形をどうしても発想してしまうんですが、最近はやりだということも後で私は聞いたんですが、

２階は違う法人さんで知的障がいの方が使われているということで、このりべるたすさんは１階だけを

身体障がい者の方用に使っていて、そういった障がい者の方向けのグループホームのアパートというか

マンションを最初からハウスメーカーの方と組んでつくって、自分たちでお金を出してつくったのでは

なくて、賃貸でお金を払いながら経営しているというようなやり方を聞いて、そういうやり方があるん

だなということも思いました。

そのほうが修繕とかメンテナンスのことを考えたりすると、絶対にいいということをおっしゃってい

たんですが、正直そこまでのところを取り組もうとしたことが、すみません、私たちの法人ではないの

で、実際どれが本当に経営的にいいのかというところはわからないんですが、そのやり方はとてもいい

というふうにおっしゃっていました。

たくさん言い過ぎても何なので、もう一つだけ。トイレが、写真にあるんですが、きれいなんですが

結構狭かったんですね。私のイメージだと、重度の方なので車椅子のまま入れたり、そういうことがで

きなくて大丈夫なのかなと思って、お聞きしたら、お手洗いの部分は自立して使うという方はいらっし

ゃらないということで、多分そのままベッドとかそういうところでおむつ交換とかの形だと思うので、

もともと自立してお手洗いを使うというところは想定していないと言われていたので、もちろん重度の

方を対象にした入居の施設、グループホームという場合であっても、どういう方が対象かというのは限

られてくるんだなと思いました。

私からは以上です。

リーダー：ありがとうございます。

ほかに行かれた方で、いちょうの会とか浦安市自閉症協会、感想ないでしょうか。

いちょうの会：私も参加させていただきまして、一番お風呂のことがすごく、１人の方をお風呂に入ってもら

うために、お手伝いするヘルパーさんが五、六人で１人の方をお世話するという、そういう難問がうか

がえまして、これではなかなか個人的にはできないことであって、やっぱりこちらの会社みたいな形を

とっていかなくては共倒れというか、中途半端になってしまうなという感じはしましたので、それはす

ごく感心いたしました。

リーダー：浦安手をつなぐ親の会は何かありますか。

浦安手をつなぐ親の会：見学に行かせていただいて、今回は身体の方のグループホームということだったので、

ちょっと一歩引いてではないですけれども見せていただいて、やっぱり障がいごとに求めているものが

大分違うなという印象を持ったので、重度も入れますと言って、ここつくりましたと言って、みんなが

使えるようにというのは無理があるのかなというのはちょっと思いました。

あとは、重度の方を受け入れるときに、外部からヘルパーが入れるというのはすごく大事ではないか

なというふうにも思いました。世話人さん１人では対応できないというか、何人も見られないだろうと
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思うし、風通しをよくするという意味でも、絶対に重度の人のグループホームで外部の助けは必要だな

と思いました。

以上です。

リーダー：ありがとうございます。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブは何かありますか。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：私もグループホームに興味があったもので、一応行かせていただきま

したが、視覚障がい者なのでそれをちょっと聞きたくて、視覚障がい者はどういうふうになるのかなと

思って聞いたんですけれども、視覚障がい者の人は、そこから出ると外部の人にお手伝いしていただい

て、また中に入ったら自分たちでというところもあったと聞いたので。

ただ、今、福祉は随分優しいんだなということをつくづく感じているんですよ。

それで、グループホームといっても、この間はトイレがなくてほとんどおむつだということを聞いた

んで、それは重度だから仕方がないのかなと思うんですが、県のほうの愛光さんというところで私、視

覚障がい者の音声パソコンとかいろいろ習ったんですが、今日の資料についても前もって送っていただ

いているので読み返してきましたけれども、そういうところで視覚障がい者専門のグループホームを、

千葉県には結構土地があるようなのでそういうところを計画しているというのを、この間メールで来た

もので、そこへ私、電話をかけていろんなことを聞いたんです。

まだ一応そういう検討の段階なのですが、視覚障がい者というのは同じ身体障がいでもちょっと普通

と違うので、いろんなことをこれから考えて、もし気がついたことがあったらぜひ電話をしてください

と。アンケートをとると言ったんだけれども、私は見えないのでアンケートが書けないのでと言ったら、

ここにアンケート用紙がありますから、あなたが書いたことは今ここで私が全部書いて帰って、アンケ

ートをしたということにしておきますから全部質問してくださいということで、しばらく長いこと話を

したんですね。

これからも他のこういう団体のところで、視覚に障がいがあったり、ほかのことでもっと悩んでいた

り心配していることがあったら、ぜひお電話してくださいということで電話を切ったんですが、やっぱ

り先のことを考えて、ショートステイもそうなんですが、体験ということもあるんですが、そういう場

合には私は自宅にいるものですから、夫も障がい者ですので、どちらが具合悪くなっても、俺が具合悪

くなったらお前の面倒は見られないということを前から言われているもので、どうなるんだろうと。

今のところはまだ何とかうちのことは壁をつたわりながらでもやっていますけれども、それができな

くなった場合、お互いに年齢的にもすぐにでもそういうことになったらそういうところに行って相談を

しなければならないのかなと、いつも考えながら生活しているんですが、同じ障がい者でもグループホ

ームといっても、障がいの程度の差があるので、視覚障がい者の場合には浦安ではどうなのかなと考え

ながらやっているんですが、いつもこういう話を聞きながら、まず自分のこととして考えて、それで私

はいつもお話を聞いているんですが、これからこういう団体とかいろんな同じ障がいを持った人のそう

いう話を聞きながら、これから視覚障がい者がどういうふうなことで考えていったらいいのかなと思っ
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て。

この間、権利擁護部会で当会の会員が、視覚障がい者だけでなくて視聴覚障がいとして何か提案をし

ていくということを聞いているもので、それもひとつお願いしながら、これからもこういう団体にちょ

っと話を聞いていきたいなと思っています。

先日はどうもありがとうございました。お世話になりました。

リーダー：ありがとうございます。

私も見学に行かせていただいたので、感想を少しだけと思ってはいるんですが、身体障がいの方とい

うのは入浴のことだったりトイレのことだったり、なかなか職員１人ではというところで難しい面がす

ごくあるし、あと、環境であれだけの広いスペースのお風呂の場所をとらなければいけないというとこ

ろで、今建てられているものを使ってグループホームにするというのはとても難しいなというところで、

こちらは設計から携わってああいうふうなちゃんと場所をつくられたというところで、身体に特化した

施設をつくろうと思ったら、今ある既存のものを使ってグループホームにしていくというのはすごく難

しいかなとは思って見ました。

そうするとグループホームを建てるに当たっては、近隣の方の反対もかなりあったということで、建

つまでに２年ぐらいはかかりましたというのをおっしゃっていて、でも理事長さんがすごく強い意志を

持った方だったので、そんなもう近所の人に負けずにつくりましたというふうなことをおっしゃってい

たので、つくる側というか、グループホームをつくっていく事業所側も強い意志がないとなかなかそう

いうところをつくっていけないのではないかなというのはすごく感じました。

なので、身体とか知的とかいろいろあるんですが、全てを網羅したグループホームをつくろうと思っ

たら、すごく広い場所が必要で、そこは分けた形でグループホームはつくっていかないと、難しいんで

はないかなというのが感想です。

この計画のグループホームに関して、何か皆さん、ご質問等あればお伺いさせていただきたいと思う

のですが。

リーダー：ＮＰＯ法人あいらんど、どうぞ。

ＮＰＯ法人あいらんど：実際、空き室とか、どのぐらいの規模なのかとか、空いているところもあるんですか。

全部空いている。

リーダー：全部空いていないですね。全部埋まって、１室だけは体験入所というところですよね。社会福祉法

人市川レンコンの会。

ＮＰＯ法人あいらんど：体験入所はできる。

社会福祉法人市川レンコンの会：体験という形で、空床型ですのでショートステイとしても使えますし、グル

ープホームとしても使えますので、そこは体験の部屋として確保というか、１つあえて空けている。例

えばショートで、大体ショートで使うらしいんですが、場合によっては体験として受け入れますみたい

な場合もございますというお話をしていました。

下総中山のところは、今、本入居の方、要はグループホームでしか使えない４部屋に関しては空いて
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はいないんですが、塚田のほうにあるホームに関しては１棟ぐらい空きがあいているかなというところ

で、僕も個人的な活動であれなんですけれども、浦安の方とおつなぎをして、その方が入ったかどうか

までは追えていないんですが、体験をしに行ったというお話は聞いています。

ＮＰＯ法人あいらんど：ごめんなさい。男女別は関係なし。

社会福祉法人市川レンコンの会：何となく分かれていったみたいな形で、男性は下総中山のほうで、女性は塚

田に分かれていったみたいなお話をされていました。

ＮＰＯ法人あいらんど：ありがとうございます。

社会福祉法人市川レンコンの会：あと、ごめんなさい、補足ですが、さっき社会福祉法人敬心福祉会がおっし

ゃった２階が知的というのは塚田のホームですね。

ありがとうございました。

リーダー：ほかに。

株式会社ダイム。

株式会社ダイム：行ってきた感じとかでそれぞれいろいろ感想をいただいてすごくわかったんですが、浦安の

人を入れてもらえるというよりも、究極、浦安でもこういうものはつくれるかなというところだと思う

んですよね。それで、最初に私、「はれ」さんの話をさせていただいたんですが、うちの利用者さんが

ショートで入ったりしていて、それでいろいろ探していると。

あとは、りべるたすさんの千葉のほうに、浦安の方が１人で入居していて、今、浦安に通所で通って

いるのかなというのが、電車で来て、いろんなシミュレーションもやったりしてというのがあって、遠

いじゃんというのがあって、こういったものが浦安市にできたらいいなというのが私はすごく思ったこ

とだったんですよ。

それで、これ、土居先生が全部お金出して土地とかあれを確保したのかなというのがわからなくて、

そうだとすると、ここは安心度の高いのは、やっている法人さんがしっかりしているということはもち

ろんなんですが、土居先生が近くだからすぐ来てくれるじゃんというのが、恐らく重度の身体の障がい

の人たちの入れる感じ。

やっぱり重度になればなるほど看護師が常駐しているかどうか、医師がすぐ来られるかとか、そうい

ったものがすぐ問題になってくると思うんですけれども、そういったところを土居先生がカバーしてく

れているんだなというのがすごくわかる施設なんですね。

それでいくと、では、浦安でお金持っているお医者さんで篤志家がいないという話から行かなくては

いけないのかなとか、みんなでそういう方向にして、例えば医師会なのかどうかわからないけれども、

そういった先生がすぐ来てくれる、もしくは、土居先生みたいに自分もしくは自分のそういう近親の人

たちが診てくれるのが安心なのかなとは思うんですが。

冒頭の話で出たように、重度の身体障がい者、心身障がい者の方たちが入るところがないというのが

浦安の現状だと思うので、それを見てきた中で、やっぱりつくったほうがいいよねという話だとすると、

そういった話としてまたみんなでもんで、どこに持っていけばいいのかねという話も含めて、お金は恐
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らく市が持っているでしょうけれども、先生まで抱き込めるのかなとかと思って今の話を聞いていまし

た。

具体的に進めていけるような、せっかくみんなが視察してきて、悪いとはみんな思っていないから、

すごくいいという話でもなかった気もしたんですけれども、でもそうだとすると、やっていく方向に持

っていく話なのかなと。結論がちょっとよくわからなかったんです。

リーダー：ありがとうございます。

はい、事務局お願いします。

事務局：私もこの施設に視察に同行させていただいて、それでぶっちゃけて話を施設長に聞いてみました。整

備にかかる費用であるとか、何らか行政側から補助が出ているのかというのを確認はしたんですが、全

く市からの補助が出ていない。

浦安の場合は、グループホームを整備するに当たっての整備補助であったりとか、運営費の補助であ

ったりとか、あと、重度に障がいのある方、区分４以上の方を主に支援した場合については、１日当た

り 4,000 円とか 5,000 円とか 6,000 円で、もう区分ごとに補助金を出しているという現状があって、片

やこちらの施設では重度障がい者の補助であるとか整備補助というのは出ていないということを施設の

管理者の方からはお伺いしたということです。

リーダー：ありがとうございます。

株式会社ダイム：どちらの建物も土居先生のもの。

事務局：そうですね。民間ということで、改修をやったということです。

株式会社ダイム：市がそうやって補助金はいっぱい整備していますよって、誰がやりますかといったときに誰

も手が挙がっていなのが浦安の現状なので、そこを、はいはいとみんなが言ってくれる状態にならない

と、ほらこんなにあるのに、どうしたのという話になってしまっていると思うので、そこに誰が入って

いってくれるかというところをつくっていく、もしくはそういう話をしていく。もしくはそういう話を

どうやったらできるかということを話していくことが必要なのではないかなと、もっと詰めて。

でも、どうなんですかね。もう建物を全部どばっと市が建ててしまうというところからもこれ、やは

り 32 年度できるやつになってしまうのかなという話になってしまうんだけれども、ともちょっと違う

と思うんですよね。

だから、クラウドファンディング。でも、とにかく先生か何かを見つけてこなくてはいけない気がす

るんですけれどもね。

社会福祉法人敬心福祉会：よろしいですか。

おっしゃるとおりだと思います。これだけあるのに何でできないか、何で事業所が手を挙げないかと

いうことで、多分、私も手を挙げれば絶対できるとはとても言えないし、多分、皆さんもそう思ってい

らっしゃるから手が挙げられないということだと思うんですが、おっしゃるとおりそこを精査して、何

があったらできるのかと、何ができない要因なのか、手を挙げられない要因なのかというのを分析して、

そこの部分をみんなで助け合ってできるのか、やっぱりできないのか、何か市が助けてくれるのかとい
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うようなことを考えていかなければいけないんだろうなと思うんで、今回の作業部会ってそういうこと

の一部なのかなという気はするので、できれば作業部会はもちろんグループホームの重度のというだけ

ではないけれども、そこも結構大きな一つだと思うので、多分ここでみんなで話し合うと、ではもうこ

うすればいいのではないのとぱっと出てきてぱっと解決する問題ではないと思うので、精査の部分とい

うのをみんなで意見を出して、調べて調査してというようなことを作業部会でできるといいんではない

かなということは思います。

リーダー：社会福祉法人敬心福祉会にうまくまとめていただけたというところで、皆さん、大丈夫でしょうか。

では、議題２は終了させていただいて、次に議題３、その他ということで事務局から講演会のご案内

等がございますので、よろしくお願いします。

事務局：市役所から講演会のお知らせになります。３月 22日 18時よりＷａｖｅ１０１で虐待防止の講演会を

行います。対象が市民の方、事業所、あと、一般の企業向けということで、白梅学園大学の堀江まゆみ

先生をお呼びして講演会を行います。

本日は申しわけありません、チラシがまだ校正中でお配りできないんですが、ぜひお越しください。

よろしくお願いします。

リーダー：ありがとうございます。

続きまして、前回の作業部会で出た課題を事務局が一覧にまとめてくれております。グループワーク

は基本的には非公開で実施しているんですが、取りまとめた主な課題について、せっかくですのでこの

場で事務局から報告をしていただくのはいかがでしょうか。皆様了承していただけるのであれば、簡単

に報告をしていただくのですが、よろしいですか。

では、お願いします。

事務局：前回の地域生活支援部会の後、後半で実施した第２回作業部会では、障がいのある方の住まいの場に

ついて、現状課題と思われることを洗い出していただきました。３つのグループでそれぞれ洗い出して

いただいた内容を、今日、項目ごとにまとめてあります。

大きく５つの課題があるというところで、１点目がニーズに合ったグループホームがない。２点目が、

重度の方がグループホームを利用できていない、３点目が周知不足、４点目が事業者の人材不足、支援

者のスキルアップ、５点目が一人暮らしが難しいという課題が出ております。

１点目のニーズに合ったグループホームがないといったところは、具体的にはグループホームが整備

されているか、ニーズにマッチしているか不明、そこら辺について検証が必要。10 階建ての訓練でき

るグループホームを建設してはですとか、身体障がい者が入居できるグループホームが不足している。

障がい者が選べる形が必要といった意見が出ております。

２点目の重度の方が利用できていないといったところ、具体的には区分５・６の方が最も家族も苦労

しているのに利用できていない。重度の方ほど選択肢が少ないことがわかる、親元となっているという

意見が出ております。

３点目の周知不足については、グループホームの利用する側の理解がまだ薄いので、このグループホ
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ームは訓練型だよとか、通過型、永住型など、それぞれの形態を含めてわかってもらう、周知を図ると

いった意見が出ております。

４点目の事業者側の課題については、区分５・６の方が利用できていないのは受け入れ体制がないと

いうのが現実である。重度の方を支援できるスキルを持った人材が不足している。夜勤やナースを含め

て人材不足は深刻である、世話人探しも厳しいという意見が具体的には出ております。

５点目の一人暮らしが難しいについては、家賃が安い元町地域にはバリアフリーでない住宅が多い、

アパートだとバリアフリーへの改修は難しい、車椅子や視覚障がいの場合、入居を断られることもある

という意見が出ております。

項目に入っていないその他のご意見としては、子どもが親離れしていなくてグループホームを嫌がっ

ている、気候に合わせた服選び、金銭管理などができないので不安である、グループホームには親子入

居が希望で、家庭にかわる場所があればよいのだが、今は早くグループホームに入れなくてもよい。親

にまだできることがある。生活スキル等トレーニングなど、親と事業者が一緒にやっていけるとよい、

社会資源の組み合わせが重要、障がい者を支援するネットワークづくりが必要という意見が出ておりま

す。

本日は、この後の作業部会で、これらの課題に対して先ほど社会福祉法人敬心福祉会がおっしゃられ

たような、何でできないのかといったところ、原因の分析というのをグループに分かれて作業していた

だくということを考えております。

以上です。

リーダー：ありがとうございました。

それでは、本日の部会はこれで終了させていただきます。

次回の開催は来年度になりますので、開催日程については後日事務局より連絡をお願いいたします。

作業部会に入るに当たって、テーブル等の移動がありますので、皆様、一旦５分程度、休憩を挟みま

すので、退出をお願いいたします。

作業部会に参加されない委員の皆様、傍聴の方はここでご退出をお願いいたします。

それでは、本日の地域生活支援部会は終了となります。
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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

本市の総合計画（計画終期：平成３２年度（２０２０年度））では、まちづ

くりの上位目標として、「市民一人ひとりが、家庭や地域社会のなかで、とも

に助け合い、支え合いながら、健康で、安心して生きがいを持って暮らせるま

ち－生き生きと暮らせる心のかよう健康福祉都市—」を掲げています。

今日の障がいの概念の広がりへの的確な対応や、平成２８年４月に施行され

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「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」の目標であ

る「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」に向け、次の６項目を重点的

な取り組みとします。

１．理解と交流の促進

引き続き、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、

各種イベントや講演会等通して、障がいと障がいのある人への市民の理解を深

める取り組みを行うとともに、より効果的な啓発活動の方法を検討し、積極的

に展開していきます。また、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「（仮称）手話言語条例」を制定します。

２．福祉・生活支援の充実

障がいのある人が、自身の望むライフスタイルに応じて自己決定を行い、自

由にサービスを選択することを基本に考えたサービス等利用計画の充実を推

進し、一人ひとりのニーズに対応したきめの細かいサービスを提供します。

自ら意思を決定することが困難な障がいのある人に対しては、意思決定支援

ガイドラインを活用し、日常生活や社会生活に関して自らの意思が反映された

生活を送ることができるように、意思決定の支援に配慮しつつ、必要な支援等

が行われることを推進します。

また、サービスの質的・量的充実に努め、事業所の連携を強化するとともに、

新規事業者が参入しやすい環境を整備します。
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３．ライフステージを通じた支援の推進

一人ひとりのニーズに応じたきめ細かな支援を行うために、サポートファイ

ル（家族や関係機関が共に関わることのできる情報伝達ツールで、障がいの特

性や特徴などの情報・支援内容の記録・関係機関等の支援計画を 1 冊にまとめ

たファイル）を活用して、乳幼児期から成人期までのライフステージに対応し

た支援を推進します。

また、保健・ 医療・福祉・保育・教育、障がい児通所事業所等の連携を図

り、療育を実施する体制を強化していきます。

４．就労の促進

障がいのある人が希望と適性に応じて就労することができ、かつ、社会的・

経済的に自立できるように、障がいのある人が働く環境の整備や就労支援体

制の充実を推進します。

５．安心・安全に暮らせるまちづくりの推進

災害時要援護者登録制度により予め市に個人情報を登録した方に対し安否

確認や避難支援が迅速に行えるよう、福祉避難所と支援体制を整備するととも

に、広く民間の事業所にも協力を求め、官民協働で災害時の支援にあたります。

また、支援者および要援護者双方の防災意識の向上に取り組みます。

６．差別の解消と合理的配慮の提供の推進

障がいや障がいのある人に対する差別や偏見をなくし、障がいの有無にかか

わらず、お互いに人格と個性を尊重し合う共生社会の構築のため、差別の解消

と合理的配慮の提供を推進し、障がいのある人の社会参加の機会の拡充を図り

ます。
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２ 施策の体系
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第２章 施策の展開

２ 福祉・生活支援の充実

（４）住まいの場の充実

現状と課題

障がいのある人が地域で暮らしていく上で、住まいの確保は重要であり、市

ではこれまで、事業者への補助金の交付などにより、グループホームの整備や

円滑な運営の促進に取り組んできました。

アンケートでは、「持ち家」が６３．７％で６割以上を占めており、自宅で

の居住環境の向上に資する取り組みも重要と考えられます。

また、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」、「施設など、大勢の人と一緒の暮らし」となっており、

障がい者団体等のヒアリング調査においては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。

グループホームについては、「数の整備だけではなく、需要と供給を把握し、

内容や世話人が充実した施設を作ってほしい」などの意見が上がっています。

一方、精神障がいや発達障がいの団体からは、「グループホームの共同生活

は難しいので、ひとり暮らしをしながら支援を受けたい」などの意見もあり、

引き続きグループホームの拡充を図るとともに、多様な住まいの確保への支援

が必要になっています。

また、平成３２年 4 月までに、本市の実情に応じた「地域生活支援拠点」を

整備していきます。

取り組みの方向性

①グループホームの機能を有する地域生活支援拠点の整備

自立支援協議会等において具体的な機能を協議し、体験の機会・場、緊急時

の受け入れ・対応など居住支援のための機能を持ち、地域の実情に応じた「地

域生活支援拠点」を平成 32 年 4 月までに整備し、家族との同居、ひとり暮ら

し、グループホーム等、一人ひとりが希望する地域生活を支援します。
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②グループホームの拡充

整備費用補助を継続し、家庭的な少人数のグループホームの拡充を図ります。

より質の高いサービスが提供できるよう運営費補助、重度障がい者支援事業

所運営費補助を継続し、グループホームの充実を図ります。障がいのある人が、

一時的にグループホームを利用した場合の経費を補助する地域生活体験事業

補助を継続し、地域移行の推進を図ります。

既存の補助事業では対応しきれていない重度な障がいのある人、行動援護を

必要とする人、医療的ケアが必要な人の住まいについて、また、障がいの特性

に配慮したグループホームのあり方について自立支援協議会を中心に検討し

ます。

③住宅関係支援の充実

身体に障がいのある人に対し、住宅改修費用の助成を行い、日常生活の利便

性を図ります。

市営住宅の入居募集に当たっては、高齢者・障がい者世帯等については一般

世帯より当選確率が高くなるよう配慮するとともに、応募要件を高齢者や障が

い者等の特枠世帯に限定する等の優遇策を講じています。

また、民間住宅市場で入居制限を受けやすい高齢者・障がい者世帯等の居住

の安定を確保するため、住宅セーフティネットに関する施策の構築を図ります。

転居・入居時及び既存住宅の改善への支援を行います。

④入所施設の支援

市川市、松戸市、習志野市、鎌ヶ谷市、浦安市の５市が広域行政の見地から

設立した「社会福祉法人南台五光福祉協会」が運営する「もくせい園」（鎌ヶ

谷市）、「やまぶき園」（市川市）の運営の充実を図るための支援をします。
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主な事業

事業名 障がい者在宅介護支援事業（住宅改造費用助成）

担当課 障がい福祉課

内容
身体に障がいのある人に対し、居住する住宅の改造に要する費用の一

部又は全部を助成することにより、日常生活の利便を図ります。

事業名 障がい者在宅介護支援事業（住み替え家賃等助成）

担当課 障がい福祉課

内容

民間の賃貸住宅に居住している身体に障がいのある人、知的障がいの

ある人を含む世帯が、取壊しなどの理由により立ち退きを求められた場

合に、市内の他の民間の賃貸住宅に転居した場合に要する経費の一部を

助成します。

事業名 グループホーム入居者家賃助成

担当課 障がい福祉課

内容 グループホームの家賃の一部を助成します。

事業名 自立支援協議会・地域生活支援部会（住まいの充実）

担当課 障がい事業課

内容
住まいに関する支援の充実を図るため協議するとともに、関係機関の

連携を推進します。

事業名 南台五光福祉協会

担当課 障がい事業課

内容

市川市、松戸市、習志野市、鎌ヶ谷市、浦安市の５市が広域行政の見

地から設立した「社会福祉法人南台五光福祉協会」の運営する「もくせ

い園」、「やまぶき園」の運営を支援します。
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事業名 障がい者グループホーム運営費補助金

担当課 障がい事業課

内容

グループホームを運営する事業者に対し、運営費の補助を行います。

また、一時的な利用者の受け入れに対しては、地域生活体験事業として

運営費を補助します。

事業名 障がい者グループホーム整備事業補助金

担当課 障がい事業課

内容 グループホームの整備費用等に対して補助を行います。

事業名 重度障がい者支援事業所運営費補助金 【再掲】

担当課 障がい事業課

内容

重度障がいのある人を支援する生活介護、自立訓練、就労移行支援、

就労継続支援、共同生活援助、短期入所事業を運営する事業者に対して、

人員、設備費用等の運営費補助を行います。

事業名 地域生活支援拠点の整備 【再掲】

担当課 障がい事業課

内容
国の基本指針に基づき、平成 32 年 4 月までに東野地区に地域生活

支援拠点を整備します。
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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

現状と課題

障がいのある人が自分らしく働くことは、社会的・経済的に自立するための

重要な条件です。改正障害者雇用促進法では、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配慮の義務が定められました。

「障がい者就労支援センター」では、複合施設である「ワークステーション」

の機能を生かし、福祉的就労から一般就労への移行、市内外の企業や事業所へ

の就職及び定着支援、就労が困難となった場合の再訓練や離職者支援などの就

労支援に取り組んできました。

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、「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。

今後も、障がいのある人の希望と適性に応じた多様な職種や就労形態を提供

し、雇用の拡大を図っていきます。

取り組みの方向性

①市及び関連機関での雇用の促進

市及び市の関連機関が率先して障がいのある人の雇用の拡大を図ります。ま

た、市の採用試験のいずれの試験区分においても、受験にあたり合理的配慮を

行っていきます。

②民間事業者での雇用の促進

自立支援協議会地域生活支援部会において、障がい者の就労に係る諸問題の

解決に向けて協議を行います。

また、障がい者就労支援センターでは、障がいのある人と事業者の懸け橋と

なり障がいのある人の就労・雇用の支援を行うとともに、障がい者就労支援ネ

ットワーク会議を定期的に開催し、行政、特別支援学校、ハローワーク等関係

機関との連携を強化していきます。
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③就労支援体制の充実と関係機関の連携

障がい者就労支援センターでは、障がいのある人が就労の場や機会を得られ

るよう支援を行うとともに、障がいのある人を雇用している事業所等に対し、

障がい者の就労の定着を図る支援を行うなど、障がいのある人と事業者との架

け橋としての役割を積極的に担います。

主な事業

事業名 自立支援協議会・地域生活支援部会（就労の充実）

担当課 障がい事業課

内容
就労に関する支援の充実を図るため協議するとともに、関係機関の連

携を推進します。

事業名 ワークステーション事業（市役所内）

担当課 障がい事業課

内容
市役所内にワークステーションを設置し、障がいのある人を非常勤職

員として雇用し、就労の場を提供します。

事業名 就労支援センター事業

担当課 障がい事業課

内容

障がいのある人が就労の場や機会を得られるよう、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

援等を行います。

事業名 雇用促進奨励金

担当課 商工観光課

内容

雇用機会の拡大並びに福祉の増進を図るため、市内に居住する高齢者

及び障がいのある人を雇用する事業主に対し、雇用促進奨励金を交付し

ます。
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事業名 障がい者職場実習奨励金

担当課 商工観光課

内容
雇用機会の拡大を図るため、市内に居住する障がいのある人を職場実

習に受け入れた事業主に対し、職場実習奨励金を交付します。
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（２）福祉的就労の促進

現状と課題

福祉的就労は、一般就労へ移行するための場として重要であるとともに、多

様な働き方を実現し、障がいのある人の日中活動の場を担う点でも重要なもの

です。

市では、「浦安市障がい者就労施設等からの物品等調達推進方針」により、

毎年度調達目標金額を設定し、障がい者就労施設等からの物品等の優先的な調

達を推進しました。また、就労支援事業所で構成された「浦安福祉事業体」に

おいて共同販売・共同受注を行い、就労の拡大に取り組みました。

アンケートでは、「設備の充実とできる仕事の種類を増やしてほしい。」「数

の整備だけでなく、事業所や相談支援事業所が連携し、選択できるようにして

ほしい。」「いろいろな訓練やステップアップができる場所があるとよい」など

の意見があり、就労支援の充実や障がい特性に応じた職種を求める声が挙がっ

ています。

今後も、福祉的就労の場の充実を図るとともに、就労訓練の場の提供など多

様な就労支援の取り組みを充実することが必要です。

取り組みの方向性

①福祉的就労の場の充実

市役所や公共施設内にある喫茶店や食堂を障がいのある人が働ける場とし

て提供し、福祉的就労の場の確保に努めます。

重度障がい者支援事業所運営費補助を継続し、重度な障がいのある人の福祉

的就労の場の充実に努めます。

②就労施設等の受注・販売の拡大

「浦安市障がい者就労施設等からの物品等調達推進方針」に基づき、市及び

関係機関からの発注の促進に努めるとともに、定期的な販売の機会や販路の拡

大を図り、引き続き工賃向上に取り組みます。
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主な事業

事業名 知的障がい者職親委託事業

担当課 障がい事業課

内容
知的障がいのある人に対して、一定期間職親が生活指導及び技能習得

訓練等を行い、雇用の促進と職場定着性を高めます。

事業名 うらやす市ハンドメイドＢＯＯＫ

担当課 障がい事業課

内容
就労施設等の受注・販売を拡大するため、製品や受注業務のカタログ

を作成し、配布します。

事業名 特定地域活動支援センター経営事業費補助金 【再掲】

担当課 障がい事業課

内容

障がいのある人や難病者等を対象に、休日や夜間を含めた生産活動や

創作的活動などを提供するとともに、地域ボランティアの育成や障がい

に対する理解促進を図る地域活動支援センターⅠ型の事業を行います。
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事業名 重度障がい者支援事業所運営費補助金 【再掲】

担当課 障がい事業課

内容

重度な障がいのある人を支援する生活介護、自立訓練、就労移行支援、

就労継続支援、共同生活援助、短期入所事業を運営する事業者に対して、

人員、設備費用等の運営費補助を行います。

事業名 身体障がい者福祉センター 【再掲】

担当課 障がい事業課

内容

身体障がいのある人を対象に、生活介護、自立訓練（機能訓練）及び

地域活動支援センターⅡ型の事業を行います。痰の吸引、経管栄養等の

医療的ケアを提供します。

事業名 ソーシャルサポートセンター 【再掲】

担当課 障がい事業課

内容

精神障がいのある人が住み慣れた地域で生きがいを持った生活が営

めるよう、レクリエーション活動・軽作業・交流の場の提供など地域活

動支援センターⅡ型の事業を行います。

事業名 障がい者福祉センター事業 【再掲】

担当課 障がい事業課

内容
知的障がいのある人を対象に、生活介護、就労継続支援Ｂ型の事業を

行います。





第２編 障がい福祉計画

議題１資料
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２ サービスの内容と対象者

障害者総合支援法は、地域社会における共生の実現に向けて障害福祉サービ

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、

平成 25 年４月から施行されています。

その中で、支給決定手続きの透明化・公平化を図る観点から、市町村がサー

ビスの種類や量などを決定するための判断材料の一つとして、障害福祉サービ

スの必要性を明らかにするために、障がいのある人の心身の状態を総合的に表

す「障害支援区分」が設けられており、本市では保健・医療・福祉の専門分野

の委員から構成される「介護給付費等の支給に関する審査会」を設置し、中立

かつ公正な立場で審査判定を行っています。

【 自立支援給付 】

〔 介護給付 〕

・居宅介護（ホームヘルプ）

・重度訪問介護

・行動援護

・同行援護

・重度障害者等包括支援

・生活介護

・療養介護

・短期入所

・施設入所支援

〔 訓練等給付 〕

・自立訓練

・就労移行支援

・就労継続支援

・就労定着支援

・自立生活援助

・共同生活援助

〔 相談支援 〕

・計画相談支援

・障害児相談支援

・地域相談支援

〔 障害児支援 〕

・児童発達支援

・医療型児童発達支援

・放課後等デイサービス

・保育所等訪問支援

・障害児入所支援

・居宅訪問型児童発達支援

障
が
い
者
・
児

【 地域生活支援事業 】

〔 必須事業 〕

・理解促進研修・啓発事業

・自発的活動支援事業

・相談支援事業

・成年後見制度利用支援事業

・成年後見制度法人後見支援事業

・意思疎通支援事業

・日常生活用具給付事業

・手話通訳者養成研修事業

・移動支援事業

・地域活動支援センター

〔 任意事業 〕

・日中一時支援事業

・訪問入浴サービス事業

・知的障害者職親委託制度

・障害者虐待防止対策支援事業

・成年後見制度普及啓発事業
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（１）訪問系サービス

サービス名 内容 主な利用対象者像

介
護
給
付

居宅介護

（ホーム

ヘルプ）

自宅で、入浴・排せつ・

食事等の身体介護、洗

濯・掃除等の家事援助

を行います。

（障害支援区分１以上）

重度訪問介護

自宅で入浴・排せつ・

食事の介護、外出時に

おける移動介護などを

総合的に行います。

※平成 30 年度より、

入院中の医療機関にお

いても一部利用が認め

られます。

重度の肢体不自由者・知的障

がい者・精神障がい者で常に

介護を必要とする人（障害支

援区分４以上）

行動援護

行動する際に生じる可

能性のある危険を回避

するために、必要な援

護や外出時の移動介護

等を行います。

知的障がいや精神障がいによ

って行動上著しい困難があ

り、常に介護を必要とする人

（障害支援区分３以上）

同行援護

視覚障がいにより、移

動に著しい困難を有す

る障がい者等につき、

移動に必要な情報を提

供するとともに、移動

の援護等を提供しま

す。

身体介護を伴わない場合であ

れば、視力障がい、視野障が

い、夜盲のいずれかがある方

が対象となります。身体介護

を伴う場合には、視力障がい、

視野障がい、夜盲のいずれか

があり、かつ移動障がいがあ

る方で、障害支援区分が２以

上で、障害支援区分の認定調

査項目のうち、「歩行」「移乗」

「移動」「排尿」「排便」のい

ずれか１つが「できる」以外

と認定されている人が対象と

なります。

重度障害者等

包括支援

対象者の心身の状態や

介護者の状況、居住の

状況等をふまえて作成

された個別支援計画に

基づき、必要な障害福

祉サービスを包括的に

提供します。

常に介護を必要とし、介護の

必要度が著しく高い人(障害

支援区分６)で

①四肢のすべてに麻痺等があ

り寝たきり状態にある障が

いのある人で、ALS 患者な

ど、呼吸管理を行っている

身体障がいのある人・最重

度の知的障がいのある人

②強度行動障がいのある重

度・最重度の知的障がいの

ある人
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（２）日中活動系サービス

サービス名 内容 主な利用対象者像

介
護
給
付

生活介護

地域や入所施設で安定

した生活を営むことが

できるよう、福祉施設

で食事や入浴、排せつ

等の介護や日常生活上

の支援、生産活動等の

機会を提供します。

常に介護を必要とする人で、

①４９歳以下の場合は、障害

支援区分 3 以上（施設入所

は区分４以上）

②５０歳以上の場合は、障害

支援区分 2 以上（施設入所

は区分３以上）

療養介護

医療機関への長期入院

による医学的管理のも

とに、食事や入浴、排

せつ等の介護や日常生

活上の相談支援等を行

います。

医療機関への長期入院による

医療に加え、常に介護を必要

とする人で、

①ALS 患者など、呼吸管理を

行っており、障害支援区分

６

②筋ジストロフィー患者や重

症心身障がい者で、障害支

援区分５以上

③平成２４年３月３１日時点

において重症心身障害児施

設に入所していた方または

改正前の児童福祉法に基づ

く指定医療機関に入院して

いた方であって、平成２４

年４月１日以降も指定療養

介護事業所を利用する①及

び②以外の方

短期入所

（ショート

ステイ）

障害者支援施設やその

他の施設で、短期間、

入浴、排せつ、食事等

の介護や日常生活上の

支援を行います

居宅で介護を行う人が病気や

その他の理由により障害者支

援施設やその他の施設への短

期間の入所を必要とする障が

いのある人

訓
練
等
給
付

自立訓練

（機能訓練）

地域生活を営む上で必

要となる身体機能や生

活能力の維持・向上を

図るため、理学療法や

作業療法等の身体的リ

ハビリテーションや日

常生活上の相談支援等

を行います。※利用者

ごとに１８か月以内の

利用期間を設定

①入所施設や医療機関を退

所・退院した人で、地域生

活への移行を図る上で、身

体的リハビリテーションの

継続や身体機能の維持・回

復などの支援が必要な人

②特別支援学校を卒業し、地

域生活を営む上で、身体機

能の維持・回復などの支援

が必要な人
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サービス名 内容 主な利用対象者像

訓
練
等
給
付

自立訓練

（生活訓練）

地域生活を営む上で必

要となる生活能力の維

持・向上を図るため、

食事や家事等の日常生

活能力を向上するため

の支援や、日常生活上

の相談支援等を行いま

す。※利用者ごとに２

４か月以内、長期入所

者の場合は３６か月以

内の利用期間を設定

①入所施設や医療機関を退

所・退院した人で、地域生

活への移行を図る上で、生

活能力の維持・向上などの

支援が必要な人

②特別支援学校を卒業した人

や継続した通院により症状

が安定している人などで、

地域生活を営む上で、生活

能力の維持・向上などの支

援が必要な人

就労移行支援

一般企業等への移行に

向けて、事業所内や企

業における作業や実

習、適性にあった職場

探し、就労後の職場定

着のための支援等を行

います。※利用者ごと

に 24 か月以内の利用

期間を設定

一般就労等（企業等への就労、

在宅での就労・起業）を希望

し、知識・能力の向上、実習、

職場探し等を通じ、適性にあ

った職場への就労等が見込ま

れる６５歳未満の人

就労継続支援

（Ａ型）

通所により、雇用契約

に基づく就労機会を提

供するとともに、一般

就労に必要な知識・能

力が高まった場合は、

一般就労への移行に向

けた必要な支援・指導

等を行います。

就労機会の提供を通じて、生

産活動に関する知識・能力の

向上を図ることにより、雇用

契約に基づく就労が可能な人

で(利用開始時に６５歳未満)

①就労移行支援を利用した

が、企業等の雇用に結びつ

かなかった人

②特別支援学校を卒業して就

職活動を行ったが、企業等

の雇用に結びつかなかった

人

③就労経験のある人で、現在

雇用関係がない人
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サービス名 内容 主な利用対象者像

訓
練
等
給
付

就労継続支援

（Ｂ型）

通所により、就労や生

産活動の機会を提供

（雇用契約は結ばな

い）するとともに、一

般企業等での就労に必

要な知識・能力が高ま

った場合は、一般就労

への移行に向けた必要

な支援・指導等を行い

ます。

就労移行支援等を利用した

が、一般企業等の雇用に結び

つかない人などで、就労機会

を通じて生産活動に関する知

識・能力の向上や維持が期待

される人

①企業等や就労継続支援(A

型)での就労経験があるが､

年齢・体力面で雇用される

ことが困難となった人

②就労移行支援を利用した

が、企業等や就労継続支援

(A 型)の雇用に結びつかな

かった人

③①②に該当しない人で５０

歳に達している人

④試行の結果、企業等の雇用、

就労移行支援や就労継続支

援(A 型)の利用が困難と判

断された人

就労定着支援

【平成 30 年

度新規事業】

一般就労している障が

いのある人の就労に伴

う生活面の課題の解決

のため、事業所・家族

との連絡調整や助言な

どの支援を行います。

就労移行支援等の利用を経て

一般就労へ移行した障がいの

ある人で、就労に伴う環境変

化により生活面の課題が生じ

ている人
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（３）居住系サービス

サービス名 内容 主な利用対象者像

訓
練
等
給
付

自立生活援助

【平成30年度

新規事業】

障害者支援施設やグル

ープホーム等からひと

り暮らしへの移行を希

望する知的障がい者や

精神障がい者などに対

し、定期的な巡回訪問

や随時の対応を行いま

す。

障害者支援施設やグループホ

ーム等を利用していた障がい

のある人でひとり暮らしを希

望する人など

共同生活援助

（グループ

ホーム）

地域のアパート、マン

ション、一戸建て等で、

複数で共同生活する居

住の場で、「世話人等」

の支援を受けながら、

日常生活上の支援や日

常生活における相談支

援、日中活動で利用す

る事業所等の関係機関

との連絡・調整などを

行います。

障がいのある人で、地域で自

立した日常生活を営むために

援助が必要な人

介
護
給
付

施設入所支援

夜間に介護が必要な

人、通所が困難な自立

訓練、就労移行支援の

利用者に対し、夜間に

おける入浴、排せつ等

の介護や日常生活上の

相談支援等を行いま

す。

※自立訓練、就労移行

支援の利用者は利用

期間を設定

①生活介護利用者のうち、障

害支援区分４以上の人（５

０歳以上の場合は区分３以

上）

②自立訓練、就労移行支援の

利用者のうち、地域の社会

資源の状況等により通所す

ることが困難な人
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第２章 地域移行等の目標

１ 地域生活への移行目標

（１）施設入所者の地域生活への移行の推進

国の基本指針では、平成 32 年度末までに、平成 28 年度末の施設入所者の

9%以上を地域生活に移行することを目指すとともに、28 年度末時点での施

設入所者数を差し引き２％以上削減することを目標としています。

項目 人数 備考

平成 28 年度末の施設入

所者数（Ａ）
54

平成 32 年度末の施設入

所者数（Ｂ）
53

入所者数の削減目標人数

（Ｃ）
1

（Ａ）－（Ｂ）の人数。既存の入所

者の減と、新規入所者分の増の差し

引き（国の目標は 2％以上）

入所から地域生活へ移行

する目標人数（Ｄ）
5

平成 28 年度末の施設入所者数

（Ａ）のうち、グループホーム、福

祉ホーム、一般住居へ移行する人数

（国の目標は 9％以上）

（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

国の基本指針では、平成 32 年度末までに、全ての市町村ごとに保健・医療・

福祉関係者による協議の場を設置することを目標としています。

（３）障がい者の重度化・高齢化や「親なき後」を見据えた地域生活支援

拠点等の整備

国の基本指針では、平成 32 年度末までに、平成 32 年度末までに各市町村

又は各圏域に少なくとも一つを整備することを目標としています。



28

【目標達成のための取り組み】

市では、相談支援体制の強化を図るとともに、通所施設の整備や、地域活動

支援センター等の地域生活支援事業の運営支援など、地域生活の受け皿づくり

に取り組んできました。

目標達成に向けて、地域生活への移行を一層推進するためには、グループホ

ーム等の居住サービスの整備を推進する必要があります。市内にグループホー

ムを整備するための本市独自の補助事業を引き続き継続するとともに、相談、

体験の機会・場、緊急時の受け入れ・対応、専門性、地域体制づくりの機能を

持った「地域生活支援拠点」を平成 32 年度までに整備します。

また、保健・医療・福祉関係者による協議の場を設置し、精神障がい者に対

応した地域包括ケアシステムの構築について検討していきます。
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２ 就労の目標

（１）福祉的就労から一般就労への移行者数の目標

国の基本指針では、平成 32 年度中に一般就労に移行する人数を、平成 28

年度の一般就労への実績の 1.5 倍以上にすることを目標としています。

項目 人数 備考

平成 28 年度の一般就労

移行者数
22

【目標値】平成 32 年度

の一般就労移行者数
33

国の目標は平成28年度の1.5倍以

上

（２）就労移行支援事業の利用者に係る目標

国の基本指針では、平成 32 年度中に就労移行支援事業を利用する人数を、

平成 28 年度の実績の 2 割以上増加させることを目標としています。

①利用者数

項目 人数 備考

平成 28 年度の就労移行

支援事業の利用者
51

【目標値】平成 32 年度

の就労移行支援事業の利

用者

61
国の目標は平成 28 年度末より２

割以上増加

②事業所ごとの就労移行率

国の基本指針では、就労移行率が３割以上である就労移行支援事業所を、平

成 32 年度末までに全体の５割以上とすることを目標としています。

項目 割合 備考

【目標値】平成 32 年度

末の就労移行率が３割以

上である就労移行支援事

業所の割合

50％ 国の目標は５割以上
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③就労定着支援事業による一年度の職場定着率

国の基本指針では、各年度における就労定着支援事業による支援を開始した

時点から１年後の職場定着率を 80％以上とすることを目標としています。

項目 人数 備考

【目標値】各年度におけ

る就労定着支援事業によ

る支援を開始した時点か

ら１年後の職場定着率の

割合

80％ 国の目標は 80％以上

【目標達成のための取り組み】

浦安市ワークステーションでは、就労支援センターを中心に、就労相談、就

労訓練、特例子会社が連携を図り、障がいのある人が就労の場や機会を得られ

るための支援を行っています。

また、関係機関と連携を図り、就労移行支援事業所の整備及び利用者の増加

に努め、目標達成に向けて就労支援事業の充実を図っています。

今後も、就労を希望する障がいのある人が一人でも多く一般就労につながる

よう、障がいのある人の就労等の選択の幅を拡大しつつ、支援を行います。
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２ 日中活動系サービスの取り組み

現状と課題

新たに事業所を設置して生活介護事業を行う事業者や、重度な障がいのある

人を受け入れて支援を行った事業所に補助金を交付するなど、側面的支援を行

い、特別支援学校の卒業生を中心とした重度な障がいのある人の民間事業者に

よる通所施設の整備を進めてきました。

今後も、関係機関等との連携のもとに、地域生活のための総合的な支援体制

を確立していくことが重要であると考えます。

利用実績

（月間）

区分 単位 27 年度 28 年度 29 年度

生活介護

人日

見込 3,300 3,520 3,740

実績 3,011 3,268 3,500

計画比 91.2% 92.8% 93.6%

実利用人数

見込 144 160 170

実績 150 163 165

計画比 104.1% 101.8% 97.1%

自立訓練

（機能訓練）

人日

見込 213 253 293

実績 30 36 15

計画比 14.1% 14.2% 5.1%

実利用人数

見込 21 25 29

実績 3 3 1

計画比 14.2% 12.0% 3.4%

自立訓練

（生活訓練）

人日

見込 168 189 210

実績 197 165 172

計画比 117.2% 87.3% 81.9%

実利用人数

見込 16 18 20

実績 13 11 11

計画比 81.2% 61.1% 55.0%
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区分 単位 27 年度 28 年度 29 年度

就労移行支援

人日

見込 912 1,064 1,216

実績 701 784 792

計画比 76.8% 73.6% 65.1%

実利用人数

見込 60 70 80

実績 42 51 51

計画比 70.0% 72.8% 63.8%

就労継続支援

（Ａ型）

人日

見込 520 600 700

実績 736 940 1,100

計画比 141.5% 156.6% 157.1%

実利用人数

見込 26 30 35

実績 37 52 55

計画比 142.3% 173.3% 157.1%

就労継続支援

（Ｂ型）

人日

見込 2,367 2,704 3,042

実績 2,211 2,242 2,414

計画比 93.4% 82.9% 79.4%

実利用人数

見込 140 160 180

実績 132 127 135

計画比 94.2% 79.3% 75.0%

療養介護 人数

見込 5 5 5

実績 5 5 5

計画比 100.0% 100.0% 100.0%

短期入所

人日

見込 235 270 306

実績 309 506 701

計画比 131.4% 187.4% 229.1%

実利用人数

見込 32 37 42

実績 33 56 82

計画比 103.1% 151.3% 195.2%

※平成 29 年度の実績は、実績・見込数
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今後の取り組み

主な課題である重度な障がいのある人の通所施設の整備については、今後も

民間事業者への補助等による側面的支援を継続するとともに、地域生活支援拠

点と併せて、生活介護、地域活動支援センターⅠ型、指定特定相談支援事業所

などの機能を設けた複合福祉施設を平成 32 年度までに東野地区に整備します。

見込み量

（月間）

区分 単位 平成30年度 平成31年度 平成32年度

生活介護
人日 3,745 3,989 4,234

実利用人数 173 180 188

自立訓練

（機能訓練）

人日 32 32 32

実利用人数 2 2 2

自立訓練

（生活訓練）

人日 11 11 11

実利用人数 176 176 176

就労移行支援
人日 838 883 929

実利用人数 56 60 65

就労継続支援

（Ａ型）

人日 1,282 1,464 1,646

実利用人数 64 73 82

就労継続支援

（Ｂ型）

人日 2,516 2,617 2,719

実利用人数 137 138 140

就労定着支援 実利用人数 9 10 10

療養介護 実利用人数 5 5 5

短期入所
人日 897 1,093 1,289

実利用人数 107 131 156
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３ 居住系サービスの取り組み

現状と課題

住み慣れた地域である市内に居住系サービス事業所を整備することを目的

に、市独自の補助金制度を創設するとともに、旧第３教職員住宅をグループホ

ームとして転用するなど、グループホームの整備推進を図ってきました。

引き続き、グループホームの利用見込みの数量を達成するため、地域生活の

基盤となるグループホームを整備推進する必要があると考えます。

利用実績

（月間）

区分 単位 27 年度 28 年度 29 年度

共同生活援助

（グループホーム）
人

見込 80 90 100

実績 56 66 70

計画比 70.0% 73.3% 70.0%

施設入所支援 人

見込 55 54 53

実績 54 54 54

計画比 98.1% 100.0% 101.9%

※平成 29 年度の実績は、実績・見込数
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今後の取り組み

市独自の補助金制度を継続し、新規施設の開設と既存施設の受け入れ体制の

整備・拡充に努めます。

また、平成 32 年度までに、相談、体験の機会・場、緊急時の受け入れ・対

応、専門性、地域体制づくりの機能を持つ、本市の実情に応じた「地域生活支

援拠点」を整備していきます。

見込み量

（月間）

区分 単位 平成30年度 平成31年度 平成32年度

自立生活援助 人 1 1 1

共同生活援助

（グループホーム）
人 78 86 112

施設入所支援 人 54 54 53



グループホーム「はれ」
視察報告

1

議題２ 資料



視察報告

1.日時 平成30年1月12日（金）

2.視察先 はれ１（船橋市本中山2－2－3）

3.参加者 11名

・地域生活支援部会委員8名

・市職員2名

・介助者1名

2



運営事業者：りべるたす株式会社

サービス：空床利用型短期入所付共同生活援助

対象：身体障がい者

定員：５床

（うち１床が体験・緊急枠）

施設概要

3



• 土居内科医院（在宅医）が運営する介護保

険の単独型短期入所施設の１階部分を賃借

• 医療的ケアが必要な方、視覚障がいとの重

複障がい者も利用

• 在宅医が毎日利用者の問診を行う

• バリアフリー構造、機械浴を整備

• 浴室を地域に開放し、入浴のみの利用も可

• 外部ヘルパーが入室して支援を行う

特徴

4



施設の様子

5



施設の様子

6


