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平成 27 年度第 1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 27年６月 11 日（木） 午後１時 30分～午後３時 30 分

２．開催場所 健康センター 第１会議室

３．出席団体名

ＮＰＯ法人タオ、社会福祉法人敬心福祉会、和洋女子大学、いちょうの会、

浦安市肢体不自由児親の会どっこらしょ、浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ、浦安市自閉症協会、

浦安手をつなぐ親の会、千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ、社会福祉法人なゆた、

株式会社ダイム、ＮＰＯ法人あいらんど、ＮＰＯ法人フレンズ、合同会社ヤマダ介護、

社会福祉法人サンワーク、社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも、社会福祉法人南台五光福祉協会、

有限会社ラビット、健康福祉部（部長）

４．議題

（１）平成 27年度・28年度地域生活支援部会の運営と課題

（２）就労支援センター平成 26 年度実績報告

（３）平成 26年度・27年度浦安市新規事業について

（４）人材不足（ヘルパー）と処遇の改善について

（５）平成 28年度からの基幹相談支援センターの機能

５．資料

（１）議題１資料

①平成 27年度・28年度浦安市自立支援協議会の組織と運用

②平成 27年度自立支援協議会年間計画案

③浦安市障がい者福祉計画概要版

④障がい者福祉計画と連動した福祉施策の推進

⑤平成 27年度地域生活支援部会の議題

⑥平成 27年度自立支援協議会スケジュール

（２）平成２６年度 就労支援センター実績報告

（３）平成 26年度・27年度浦安市新規事業について

（４）居宅介護に係る実態調査（案）

（５）①平成 28 年度からの基幹相談支援センターの機能

②基幹相談支援センターの機能（現在の仕様書より）
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６．議事

事務局：ただ今より、平成 27 年度第１回浦安市自立協議会地域生活支援部会を開催いたします。本日はお

忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。会議に入る前に議員のご紹介を行いたいと

思います。なお、本部会のリーダーを NPO 法人タオさん、サブリーダーを社会福祉法人敬心福祉会

さんにお願いしております。

それでは続きまして、会議の進め方についてご確認をさせていただきます。

自立支援協議会および部会は、会議を公開し、議事録もホームページで公開いたします。議事録には、

発言者の団体名を記載いたしますので、あらかじめご了承いただけますようお願いいたします。特に、

個人情報に関わる発言等につきましては、十分なご配慮をお願いいたします。

また、ご発言の際にお願いがございます。当部会におきましては、視覚に障がいのある方が委員と

して参加されております。また、会議を円滑に進めるためにも、ご発言の際は、挙手いただき「リー

ダーの○○委員お願いします」の発言の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。

それではこれからの議事進行につきましては西田リーダーにお願いしたいと思います。よろしくお

願いいたします。

リーダー：はい。それでは、議事のほうを進行してまいります。本来ならば、すぐ、課題について話し合い

たいのでございますけども。今回のこの部会の委員は、３分の１以上は新しい方が入っておりまして。

新しい方には、この部会等々自立支援協議会について若干説明しておかないといけないかと思いまし

て今日は、説明させていただきます。もうすでに聞いた方は何回も聞いてもういやだなと思うかもし

れませんが、新しい仲間のために、ちょっと耳を貸していただきたいと思います。

それでは、平成 27 年度、28 年度の地域生活支援部会の運営と課題ということで、事務局から説

明をしていただきます。

皆さん、今日は資料をお持ちですか。忘れた方はいませんですか。いれば、事務局のほうに言っ

てもらっていただければ。ちょっと今日は、説明が多いみたいなので、資料がないとつらい会議に

なりますから。一つ、これがなければ言ってください。それではお願いいたします。

事務局：事務局障がい事業課の布施です、よろしくお願いします。

まず、本日机の上に名簿を置かせていただきました。事前にもお送りさせていただいたんですが、

一部、修正がありましたので、差し替えということでよろしくお願いいたします。

それでは、議題１資料１～６までありますが、これに沿って説明させていただきます。協議会の組

織と運用ということで、自立支援協議会、本会の下に５つの部会が設置されております。権利擁護部

会、こども部会、相談支援部会、地域生活支援部会、本人部会となっております。

こちらの地域生活支援部会では、障がい者の就労、住居等、地域生活全般にかかることについて協

議を行います。就労から生活までというところでもっとも幅広い事項を協議するような部会になりま

すので、必ずこれじゃないといけないということはなく、皆さん、地域の中での課題だとか、思うこ

とを、ぜひ、発言していただきたいなと思っております。

次、めくっていただきまして、この部会の中身です。皆さん、参加する機会のあるものとして、

合同部会がございます。こちらは年２回、全ての部会の委員の方が対象となっておりまして、部会間

の情報交換を行い、連携を図るためにおこなっております。

また、任意でプロジェクト会議といいまして、年４回しかない部会ですので、協議する内容によ

っては「もうちょっと回数が欲しい」といったときに、リーダー、サブリーダーの判断の下で、任意

で会議を開催できることになっております。
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地域生活支援部会のスケジュールですが、今回 6 月 11 日を皮切りに、9 月の７日、12 月の 10 日、

2 月の 8 日を予定しております。合同部会につきましては、７月の 16 日、1 月の 21 日の 2 回の予定

をしております。部会に参加していただくにあたり、指定管理者や委託事業者、あとは社会福祉法人

に所属する委員の方以外につきましては、1 回あたり 5 千円を報酬としてお支払しています。

７番の委員の選考になりますが、皆さん、部会の委員さんにつきましては、この協議会始まる前、

年度末から、各当事者団体の皆さんや、福祉サービス事業所の皆さんに、アンケートのほうを実施さ

せていただきまして、参加を希望する部会だったり、調査いたしました。それで、希望者の多い部会

については、事務局のほうで人数調整を行わせていただきまして、団体さんに正式に推薦書の作成を

依頼し選定させていただきました。

次、代理出席についてですが、自立支援協議会本会のほうは、代理出席ができませんが、部会の

ほうは、事前に事務局に申請して頂きまして、委員の皆さんが所属する団体さんや法人さんから、代

理の方が出席することは可能となっております。

それと、会議と議事録の公開というところで、まず、会議については、傍聴さんの公開の会議と

させていただいております。ただし、事例等の、個人情報に関わるような協議をするときには、非公

開とすることができます。また、議事録につきましては、団体名で、議事録のほうは記載をさせてい

ただきます。

この協議会、事務局につきましては、障がい福祉課、事業課、基幹相談支援センターで担ってお

ります。また、今後は色々なやりとりを皆さんとはさせていただくんですが。会議の資料につきまし

ては、基本的に、ボリュームがありますので郵送でお送りさせていただきますが、軽易なやりとり、

開催の通知ですとか、そのあと議事録の修正の有無等は、メールでなるべくやりとりをさせていただ

きたいなと思っております。すでにメールアドレスを頂いてますが、もし、ちょっとメールでは難し

いという事情がございましたら、個別に言っていただけましたら郵送でも対応いたしますので事務局

までお願いいたします。

続きまして、資料２のほうに入ります。年間計画案です。会議の進行については、やはり、協議

会と部会が連動する形で進んでいかなくてはいけないねというところで、部会で話し合ったこと、部

会から出てきたものについては、きちんと協議会のほうに上げていき、また、協議会から、「部会に

こういったことを聞いてみたい」とか、そういったことはきちんと部会に戻していくような形で連携

を図っていきたいと思います。

そして、連携連動というところでは、浦安市では障がい者福祉計画を策定しておりまして、こち

らの福祉計画にも沿った形で自立支援協議会のほうを進めていきたいと考えております。昨年度、前

回の計画を見直しまして、平成 27 年度から 29 年度の障がい者福祉計画を、昨年度一年間かけて策

定をしてまいりました。この「浦安市障がい者福祉計画」というのは、障害者基本法に基づく、「障

害者計画」と、障害者総合支援法に基づく、「市町村障害福祉計画」、この２つを抱き合わせ一体化し

て策定をしております。

６ページ目、障がい者計画は、浦安市の障がい者施策の基本となるもので、主にこの５つの重点的

な取り組みというのを定めております。１つ目に、自己決定を尊重したサービスの提供。２つ目に、

ライフステージを通じた支援の推進。３つ目に、就労の促進。４つ目に、安心・安全に暮らせるまち

づくりの推進。５つ目に、差別の解消と合理的配慮の推進。この５つを重点的な取り組みとして、今

回計画のほうを策定しました。

この地域生活支援部会では、全てが、皆さん、協議に関わってくることにはなるんですが。主に、

１つ目の自己決定を尊重したサービスの提供ということで、障がいのある方が、自身の望むライフス
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タイルや、人生設計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、ひとりひとりのニーズに対応したきめ細かいサービスを提供します。

また、サービスの質や量の充実に努め、事業所の連携を強化し、地域の事業者が参入しやすい環境を

整備します。こういったところは、主に地域生活支援部会で協議していくところになるかなと思いま

す。

あと、3 つ目の、就労促進というとこで、障がいのある方が、希望と適性に応じて就労することに

より、社会的、経済的に自立できるよう、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。この就労といったキーワードもこの地域支援部会で検討していくかなと思っております。

あと、9 ページ目、障がい福祉計画。こちらは、サービスの目標値ですとか、サービスの見込み量

のほうを示すような計画となっております。具体的に、施設入所者の地域生活への移行の推進という

ところでは、平成 25 年度末の施設入所者の 12 パーセント以上にあたる 7 人を地域生活に移行する

ことを目指し、29 年度末時点で、施設入所者数を 3 人に削減などと、こういった具体的な数字を挙

げて、目標のほうを定めている計画になります。

続きまして、議題１の 13 ページになります。こういった障がい者福祉計画との連動した、年間を

通じた協議の中で、地域生活支援部会では、主にどういったことを協議していこうかなというところ

で、議題の概要の一つ。国のほうで、29 年度までに整備のほうをしなさいということを一つ言われ

ております地域生活支援拠点について。あとは、今、皆さんの自己紹介の中でもでてきました、支援

の人材確保。また、就労について。といったところを、地域生活支援部会では主に協議をしていきた

いと思います。

また、前地域生活支援部会からの意見としましては、人材不足の解消について協議をおこなってき

たのですが、時間切れとなってしまったこともあり、引き続きということでここが残っております。

早速今日の議題にも入ってますが、こちらは、早速協議を始めていきます。

また、関係会議としましては、就労支援ネットワーク会議といいまして、就労支援事業所による定

例会がありまして、浦安福祉事業体、これは共同受注・販売するための共同体の運営や、物品調達法

にかかる発注向上、雇用の拡充等を見つける定例会なのですが、こういったものが、関連する会議体

となっていきます。

あと、議題 1 資料 6 の年間スケジュールについては、目を通していただければと思います。１点

修正で、よその部会になるんですが第 3 回の権利擁護部会につきましては、11 月 5 日ではなく 11 月

26 日と変更になりましたのでお知らせいたします。こちら、予定になりますので、また変更ありま

したら、その都度お知らせしていきます。説明については以上になります。

リーダー：はい、ありがとうございました。特に、新しい方について、わからないところあったら、遠慮な

く確認してもらって結構でございます。この、特に、地域支援部会を中心に事務局しゃべってます

けど、全体の構想というか、自立支援協議会があって、その下に 5 つの部会があると。この辺、こ

う、ご理解いただいて、地域生活支援部会だけを、今回ご説明いたしました。なんかご質問あれば、

旧知の方でも、改めて確認したいことあればどうぞご質問していただければと思いますが。

株式会社ダイム：ちらっと来る前に、もう、確認をさせていただいてはきたんですけれど。議題については、

こんな課題というのがまず、去年から少しあるとして、それ以外に、「今年これ議題でやって欲しい」

っていうのがあったら、それはみんなでまたこれから言えばいいんだよね。

事務局：はい、事務局です。そのようにしていただければと思います。

株式会社ダイム：ありがとうございます。

リーダー：はい、あと何かご質問ご意見等あればどうぞ。忌憚のないご質問どうぞ。よろしいですか。では
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議事を進めていって、また思い出したら遠慮なく、質問してください。今日は、説明することがい

っぱいあるので、遠慮なく、戻っても結構ですから、言ってください。

それでは、議題の 2 番。就労支援センター平成 26 年度実績報告。事務局からお願いいたします。

事務局：事務局の障がい事業課堀川と申します。資料の 15 ページ 16 ページに沿ってご説明させていただ

きます。

平成 26 年度の浦安市就労支援センターの実績報告ということで、１点目、業務内容ですけれども、

それぞれ業務内容の項目ごとの昨年度の実績件数をのべさせていただきます。

まず、就労相談が 283 件ございました。続いて、生活技能訓練が 9794 件、ジョブコーチ支援 0 件、

職場実習が 18 件、就職活動支援が 647 件、職場開拓 13 件、職場定着支援が 1785 件、離職者支援

115 件。情報提供 542 件、就労支援ネットワークが 200 件。合計１万 3397 件ということになってお

ります。

2 点目、業務件数ですけれども、今の１万 3397 件から、生活技能訓練とジョブコーチの件数を除

いたものになります。来所の件数が 1423 件、電話が 1697 件、訪問 483 件の、合計 3603 件の件数

がございました。

3 点目。登録者数ですけれども、平成 26 年度、21 件の登録がありました。うち、知的の方が 8 名、

身体の方が 6 名、精神の方が 8 名。１名重複の方がございます。平成 20 年４月以降の累計ですと、

285 名登録がございます。

次のページにいきまして、４点目の就職者・離職者ですけれども。平成 26 年度、就職者合計 19

名。うち、知的の方が 11 名、身体の方が 2 名、精神の方が７名となっております。離職者は合計 10

名。知的の方が 6 名、身体の方は 2 名、精神の方が 3 名。これらも、１名重複の方がございます。

平成 20 年４月以降の累計ですと、就職者が 128 名、離職者 43 名となっております。

5 点目。就労支援ネットワーク会議。この会議を、昨年度は 2 回開催しておりまして、1 回目が７

月 11 日。議題は「平成 25 年度の就労支援センターの実績報告や障がい者就労施設等からの物品調

達方針について」といった内容について、報告や議論を行いました。2 回目が、平成 27 年 2 月 2 日

におこなっております。障がい者の就労施設等からの物品調達方式や、障がい者就労支援センターの

実績についての報告等に合わせて、毎日新聞社の野沢氏をお招きして、障がい者雇用等おける合理的

配慮についてをテーマに講演会を行いました。

最後、6 点目、職員数ですけれども、常勤職員が管理者 1 名、相談員 2 名、職業指導員 2 名、事務

2 名の合計７名。非常勤職員が、職業指導員 2 名ということで、常勤職員７名、非常勤職員 2 名の、

合計 9 名という体制を取っております。以上で、平成 26 年度の就労支援センター実績報告の説明を

終わります。

リーダー：はい、ありがとうございました。これについて何かご質問ある方どうぞ。

株式会社ダイム：業務内容のところで、これ、件数だと実はちょっとわかりにくいので、おそらく皆さんき

っとそうじゃないかなと思うんですけど。実人数っていうのは出ますか。就労相談が 283 件ってい

うのは、「件」っていうことはきっと「回」っていう感じでしょう？

リーダー：そうですね。

株式会社ダイム：ということは、実人数。あと、まとめて全部言っちゃうと。裏のページにいった、16 ペ

ージの 26 年度の離職者っていうのは、今、計算すると、52.6 パーセント。それで、そこまでの累

計でいくと、33.5 パーセントなんですよ。去年、それだけ多かったのは何か理由があるのかなとか。

それが知りたいのと。

あと、私自身もよくわからないんですけど、たとえば、15 ページの業務内容１の 6 番。職場開拓
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って具体的にどんなことをしたりして、その次の職場定着支援って具体的に。あと、離職者支援って

いうのはどんなものかっていうものを、教えていただけるとありがたいと思います。

事務局：こちらの業務内容の集計ですけれども。この１万 3397 件は実人数じゃなくて、延べなので、たと

えば１人の方が、就労相談をして、たとえば、職場実習をおこなったら、ダブルカウントになります。

それで、実人数については、すいません、その集計出してないです。あと、離職者の、その状況と、

あともう１点の、その実際の事業のその内容等については、就労支援センターのタオさんのほうから

でよろしいでしょうか。

リーダー：はい。その、離職者が 26 年度 10 名で割合が多いというのは、これは、別に 26 年度に勤めた方

が 26 年度に辞めてるという意味ではなくて。就労支援センターができたのが、平成 20 年にできて

おりますけど。それから勤めていて、この年度に辞めたっていう数字です。

ですので、今の答えで大体いいですかね。なんか特化して、26 年度に 19 人働いて、26 年度に 10

人辞めたんではなくて。この 10 人の中には、20 年に働いた人も辞めているってご理解いただければ

と思います。

それで、例年より多い理由は、大体、去年ぐらいまではそうですね、3 年 4 年経ちながらももって

いって、大体、まあ、疲れてきたっていう人が、結構増えてきているのも事実でして。それで、まあ、

ここに来て、やっぱり 3 年くらいすると、一つの曲がり角的なとこで。一旦、辞めたいって言ったら

おかしいけど、辞めて、もう一回訓練受け直して、再就職したいっていう方がちょっと増えている傾

向にはあるかと思います。

ただ、実はこの 33.5 パーセント全体の、７年間で多いかどうかっていうと、俗にいう健常者の離

職率を調べると、障がい者のほうが定着率はいいんです。ですので、ちょっと私も詳しい数字持って

ないんですけども。大体、企業さんによると年間 8 から 9 パーセントぐらい、辞めるという。それ

で、新卒採用を作るという。一応、ルールったらおかしいけど、1000 人だったら、80 人や 90 人辞

めるから 100 人とって 10 人増やそうみたいな、実は人員計画つくるんですけど、そう見ると 33.5

パーセントっていうのは決して高くはないっていうふうに我々は一応そう思って活動をさせてもら

ってます。

それで、質問の、職場開拓の 13 件って何かというと、だいぶ、就労支援センターもスポンサーが

増えてきて、たとえば、舞浜ビジネスさんのような、あるいはリクルートさんのような、ある程度、

とってくれる法人が増えてきてるんですけども。まあ、本人の中ではいろんなガイドブック見たりし

て、この会社どうしても行きたいんだっていう人がいるときには、うちの、職場開拓員というか、相

談員が企業さんに行って、お宅は障がいを持った方を採用してますかっていう営業に行く件数と思っ

ていただければと思います。

ただ、定着支援は、これは、入ったら、最初は 2 週間にいっぺんぐらい企業さんに行って、先方の、

会社の人と本人と三者面談をしたり二者面談をして現状どうかっていうことを聞いて、障がいを持っ

た方の意見があれば会社の方に伝え、会社の方がうまく伝えない場合については本人に伝えていくと

いうような、辞めないための定着支援という件数で、だんだん人が増えてきたんで、業務の主がだん

だんこっちに移りつつあるってのが現状です。

例とすれば市川のアクセスさんっていうところもすごい勢いで一般就労をさせて、途中から、定着

支援に圧倒的なパワーを割かれて、それで、一般就労がなかなか進まなくなったっていう実例が 3

年前くらいにあって、浦安も大体その例にならってきた感じがします。

それから、離職者支援っていうのは、文字通り辞めた方、辞めた方のあとの、たとえば、失業保険

をもらうとか、会社からいろんな書類をもらって新しいとこに届けるとか。あと、当然、辞めっぱな
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しでは駄目なので、新たな訓練をするための事業所、たとえば、フレンズさんとか、なゆたさんとか、

いろいろ、こう、事業所あるわけですけど、そういうところにもう 1 回訓練のためにですね、いろい

ろ、本人と一緒に動くというような活動をするのが離職者支援であります。そんなところですけどよ

ろしいですか。はい。ほかに何かご質問あればいかがでしょう。

社会福祉法人サンワーク：はい。

リーダー：どうぞ、お願いします。

社会福祉法人サンワーク：この就職者の中の、19 名いらっしゃったそうですけど、この中で A 型事業所に

就職された方も含まれるんでしょうか。で、もし含まれるとしたならば、その人数はどれぐらいでし

ょうか。

リーダー：それ聞いてますかね。

事務局：聞いてますけど、すみません。毎年報告は受けているんですけど、ちょっと今、手元にないので、

次回報告します。

リーダー：はい、次回ですけど、おそらく 5 名くらいが A 型だと思います。中には A 型から一般就労した

人もいるっていう、ダブルカウントになってません、その人をカウントしてますので。

社会福祉法人サンワーク：はい、わかりました。ありがとうございます。

リーダー：はい。あと、何かご質問ございましたらと思いますが。よろしいでしょうか。それでは、また、

次に進んで、何かあれば戻っても結構でございますからご質問ください。じゃあ、3 番目の平成 26

年・27 年度の浦安市新規事業について、事務局よろしいでしょうか。

事務局：竹森と申します、よろしくお願いします。座ってご説明させていただきます。お手元の資料の 17

ページ目ご覧になってください。議題 3 の資料ということで、平成 26 年度・27 年度の浦安市の新規

事業についてということです。平成 26 年度については、（１）番の青少年サポート事業からですね、

18 ページ目の、（７）番の障がい福祉団体事業費補助ということで、大きいところだと７つの事業の

ほうを新たに実施しております。

まず、17 ページ目の１番、（１）の青少年サポート事業についてなんですけれども、こちらですね、

親御さんからのそういうご意見とかをいただいて、発達障がいのある方の小中学生とか高校生を中心

とした、放課後や土曜日などの療育支援を行う事業になっております。年齢的には、学齢期から成人

だと 25 歳ぐらいまでの方が対象になっています。療育支援だけではなくて、その中で交流事業であ

ったり、相談支援、地域支援等を実施しているということです。実績ですが、平成 26 年の 10 月に

ここの事業所はオープンしまして、27 年 3 月末現在は登録者が 95 名になっております。

次、（２）番グループホームの整備事業についてなんですけれども、今日お越しいただいてると思

いますが、南台五光福祉協会さんのほうで、旧第 3 教職員住宅を有効活用してグループホームのほう

を整備いただきました。こちらは、グループホームの定員については 5 名ということで、今ちょうど

5 月の中旬から 6 月 15 日まで、募集をかけております。

それ以外に、知的障がい者緊急一時支援事業といって、こちらは対象の方が障害支援区分 4、5、6

の方であって、なおかつ、行動援護対象者になっております。ちょっと行動障がいがあるような方が

対象になります。成人の方が対象となっています。サービス内容についてなんですけれども、ご自宅

において、行動障がいのある知的障がいのある方がパニックとかになったときに、慣れた支援員がご

自宅に訪問させていただいて、見守ったり関係機関等の連携を図るというようなサービス内容になっ

ております。緊急一時支援事業については、今こちらも募集をかけておりまして、6 月１日から 6 月

30 日までの募集で、実際のサービスの提供が、今年の 10 月からになっております。

あと、グループのホームの整備事業補助ですが、昨年度の実績としましては、NPO 法人タオさん
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のほうで北栄のマンションのほうの一角で、定員 4 名から 8 名に拡充していただきまして、整備を

図っていただきました。今年度についても、こちらのグループホーム整備事業については、猫実地区

以外の部分で事業所の募集をかけていっております。

次、（３）番の生活介護事業所整備ですが、こちらは昨、年度、東野の適応指導教室が昔あった、

そちらの土地を NPO 法人千楽さんにお貸して、建物についてはこちらの法人さんのほうで建設をい

ただいたきました。今年の 3 月に開所しまして、現在、生活介護事業と就労継続 B 型、自立訓練、

放課後デイ、日中一次支援、あと計画相談等を複合型でおこなっていただいてます。それで、一部訂

正があるんですけど、B 型事業について 20 名定員になります。

次、こちらですね、本日ご出席していただいてるんですけど、NPO 法人なゆたさんのほうで、堀

江地区のほうで整備するということです。それで、こちら整備が若干遅れまして、繰越になってしま

ったんですけれども、今年の 12 月以降に竣工ということで、予定としては生活介護と B 型事業、放

課後デイ、日中一時。短期入所についてはもうちょっと落ち着いてからということで、様子見ながら

という形です。

その最後に、NPO 法人カプアということで、こちらについても、うちのほうで補助をおこなって、

今年の 1 月にオープンしていただきました。こちらは、生活介護と放課後デイ、あと、重身の方も支

援できるような施設っていうことになっております。

次、（４）番、重度障がい者等支援事業所運営費補助ということで、こちらはですね、通所施設で

す、短期入所とか、自立訓練、就労系の施設、あとグループホームの事業所がですね、障害支援区分、

4 以上の方であって、身体とかですね、なんらか、こう、マンツーでサポートが必要な方を支援いた

だいた際の事業者への補助金ということになっております。概ねなんですけれど、１日あたりですね、

こういう方を支援した場合について、4 千円から 6 千円の補助が事業所に出てくるということです。

次のページ、18 ページ目なんですけれども、（５）番、計画相談支援推進事業補助というところで、

こちらは、計画相談支援事業者に対して、概ね 40 件以上のサービス等利用計画を作成した際に、月

額 10 万円を上限として補助するという制度です。実績としましては、昨年度４事業所、申請のほう

をされております。

次、6 番目、福祉避難所支援事業所補助ということで、こちらは災害時に、なんらかの配慮を要す

る方を受け入れる施設で、なおかつ市と協定を結んでいる施設に対して、障がい者施設に関しては

10 万円上限の補助が出ており、物品等を購入いただいてるということです。

次、（７）番、障がい福祉団体事業補助金ということで、こちらは、これまで各団体ごとに補助金

が出ていたんですけれども、それを一つにまとめまして、なおかつ、障がい者団体が近年活発になっ

てきたということもございましたので、幅広く、たとえば、会員が 10 名以上であって活動を 10 年

以上おこなっている団体に対して、一律に補助金をお出ししましょう、というものです。年間に、１

団体につきまして、会員数かける１万円の補助をお出ししております。実績については、こちら記載

の通りになっております。

次、2 番目平成 27 年度の新規事業の報告なんですけれども、こちらですね、昨年度こちらの地域

生活支援部会において、やはり、人材不足等々の話がございました。研修費の補助であるとか、その

ようなご意見をいただいた中で、今年からですね、まだちょっと今、準備中ではあるんですけれども、

市内の、居宅介護事業所であって、そちらの従業員の方がですね、喀痰吸引等の研修に参加した際の

研修費の補助をお出しするというものになっております。こちらについては、もう少々お時間いただ

ければと思います。

次、3 番の平成 27 年度から平成 29 年度、浦安市障がい者福祉計画案の重点的な取り組みというこ
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とで、先ほどちょっと事務局からですね、5 つ重点的な取り組みのほうをご説明させていただいたん

ですけれども、まず自己決定を尊重したサービスの提供ということで、日中活動の場の充実というこ

とで、東野地区の再整備事業と合わせてですね、3 年ごとに、生活介護事業所等を含めた施設整備の

研修をおこなって見直しを図っていくということです。あと、その下、住まいの場の充実ということ

で、先ほどの障がい者福祉計画の中でグループホームを、平成 29 年度に定員 100 名を目標としてい

ることから、それに合わせて、整備補助等を使いながら進めていくということです。

次、ライフステージを通じた支援の推進ということで、こちらは昨年度からやっているものなんで

すけど、サポートファイルであったりとか、そらいろルームですね、青少年サポート事業なんかを活

用しながら推進していくということ。

次（３）番、就労の促進ということで、こちらは、昨年度つくった浦安市ハンドメイド Book と言

って、市内の各事業所さんが作成した加工品みたいなものですね。たとえば、手芸品であったりとか

ケーキであったりとかクッキーであったり、それを市民の方に幅広く知っていただくためのパンフレ

ットをつくったっていうことと、あと就労販売の場の確保ということで、こちらはですね、浦安市福

祉事業体、まあ、浦安市内の就労系の事業所に複数集まっていただきまして、その中で、いろいろ、

販売の場の拡充なんかを測っていただいてるということです。今年の 7 月からは、予定ではあるんで

すが、小型家電の解体作業なんかもですね、こちらの福祉事業体の中でお願いしていくという方向で

今、進めております。

次ですね、安心安全に暮らせる街づくりの推進ということで、引き続き福祉避難所、ユニバーサル

デザインなんかも進めていくということと。（５）番、差別の解消と合理的配慮ということで、こち

らですね、差別解消法が来年の 4 月から施行になりますので、それに合わせて、職員の研修や、成年

後見制度の内容なんかも盛り込んだものを実施していきたいというふうに考えております。

最後 4 番、その他としまして、平成 27 年度の実施計画上の事業ということで、シビックセンター

東野地区整備事業ということで、地域生活支援拠点のほうと、あと、野菜工場整備事業なんかも、今

後検討していくというふうになっております。以上です。

リーダー：はい。どうもありがとうございました。17 ページの資料の（３）番目の NPO 法人なゆたさん

は、社会福祉法人ですよね。

事務局：そうですね。訂正します。

リーダー：訂正したいと思います。よろしくお願いします。これはいっぱい質問ありそうですね。さあ、ど

うぞ質問してください。

浦安手をつなぐ親の会：グループホームのことでうかがいたいんですが、NPO タオさんの、北栄の定員 4

名から 8名は、私一度見学に行かせていただいたとき、2部屋で 4名っていうふうに思ってたんです。

部屋数が増えたんですか。それとも１部屋の人数が増えて。

リーダー：部屋が増えました。あそこは 3LDK ですけど、一応 2 部屋使って１部屋は荷物置き場で使って

るので４室になりました。ちなみに、このたび、サテライトもつくって、どうしても１人でなきゃ駄

目だっていう人がいるので、サテライトも一応設けました。

手をつなぐ親の会：もう一つですが、グループホームの定員 100 人目標のうち、今の時点では定員何名で

実際に使っていらっしゃる方何名ですか。

リーダー：これ、事務局のほうはわかりますか。

事務局：すみません。手元にはないんですけど、私の把握してる中では 50 名弱ぐらい、40 半ばぐらいの浦

安の定員で、状況的には、ほぼ今定員が埋まってる。それで、これも流動的な数なので、その時期に

よって 1 人ないし 2 人空いてるというようなお話は聞きますけれども、現状は今ほぼ定員いっぱい
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というような状況です。

浦安手をつなぐ親の会：去年の議事録の資料を見させていただいたときに、たとえばあいらんどさんのとこ

ろだと定員 4 名でまだ 3 名しか埋まっていませんとか、そういったようなところを読んだんですが、

今は埋まっているということで。

リーダー：あいらんどさん、どうぞ。

NPO 法人あいらんど：はい。埋まっております。本当に、グループホームをつくるのは大変でですね。入

りたい入りたいとか、あと、これだけグループホーム浦安少ないです、少ないですって言ったわりに

は、すごく苦労してできたのにほらって感じでね、本当に最初 2 名でした。で、やっと 3 名になっ

て 4 名になったところ 3 名になったとか。だから、求められたときは 3 名だけれども、今は４、し

かし次は 3 みたいな流動的ですね。かと思って 4 人に埋まったとたん、もう１人入りたい、みたい

な。だから本当にさっきリーダーがおっしゃったようなサテライトを今考えてます。はい。以上です。

リーダー：あの、ついでではないんですけど、フレンズさんのグループホームの定員と使用状況もお願いし

ます。

NPO 法人フレンズ：私のほうでは、グループホームはっきりとは把握してないんですけども、定員 27 名

ぐらいだったかな、それで、定員いっぱいと聞いています。それで、部屋数を増やす等々いろいろ考

えてはいるんですが、何しろ職員の数が足りないので、検討させてくださいみたいなことを言ってい

ると聞いております。

リーダー：はい、大体そうすると、4 と 27 と 8 と 5 みたいのがきっと足し算ですよね。この、4 事業所じ

ゃないかなあるのは。1、2、3、4。ですよね。だから、大体 44 くらいの、今定員の数で大体埋まっ

てる。まあ、五光さんしかわからないですけど、という状況っていうことだと思います。

浦安手をつなぐ親の会：すみません。ついでにお聞きしたいんですが。今、猫実の新しいグループホームの

ほうの応募者はいっぱい来てる感じですか。

社会福祉法人南台五光福祉協会：現在申し込みは来ております。定員以上の申込者数は来ています。

浦安手をつなぐ親の会：ありがとうございます。

リーダー：なるほど。すいません。そのお答えで大丈夫ですか。

浦安手をつなぐ親の会：はい、大丈夫です。

リーダー：定員をオーバーしてきてるという。はい。そのほかご質問がある方いらっしゃいませんか。

千葉発達障害児・者親の会・コスモ浦安グループ：以前、猫実地区のグループホームの説明会に参加させて

いただいたときに、体験入所というのをやっていただきたいっていうことを言ったんですが。いきな

りそのグループホームに入って、生活をしていくっていうことは、とても厳しいかなって思うんです

ね。それで、グループホームで生活するっていうのはいったいどんな感じなのかっていうことを、子

どもがきちんと理解した上で正式に、こう、グループホームで生活することを考えていくみたいに段

階を踏んでいかないといけないと思っているので、そういうことは可能なのかこれから考えてくださ

ってるのか、たとえば、その猫実地区の新しくできるグループホーム以外の市内でも、そういう体験

入所みたいにちょっとさせていただけるところはあるのかどうか。

リーダー：事務局のほうから答えてください。

事務局：今、複数、やっぱり体験入居をしてある程度慣れた上で、そのグループホームを利用したいってい

うお話をいただいてて、それで、そこの部分も含めて、今後、支給決定のことも含まれてくるので、

福祉課と事業課と、今後グループホーム事業所に集まっていただいて、段階的にご利用できるような

形で、なんらか考えてます。それで、制度としてはもちろん、福祉課のほうで、別に、そのグループ

ホームの体験利用ということで、問題なければご利用することは可能です。
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リーダー：はい。じゃあ、特に南台五光さんから答えなくてもよろしいですね。

社会福祉法人南台五光福祉協会：はい。全くその通りです。

リーダー：はい。ありがとうございます。ではあいらんどさん。どうぞ。

NPO 法人あいらんど：はい。まさにうち 2 月中旬に１人退去されて、１部屋空いたっていうところで、体

験入居を募集して。それで、体験入居を今回 4 名ですね、１週間、2 週間、3 週間でシフトを決めて、

週末中心の方、週の真ん中の中心の方とか、もうとにかく、3 泊 4 日とか 2 泊 3 日とか全部組み込ん

で、まず支給決定を福祉課でとっていただく。それでマックス年間 50 日まで体験入居できるんです

ね、１か所っていうよりは。１回の体験利用じゃなくて、3 泊 4 日だと 4 回利用したみたいな、来た

日と帰る日入れて。だから、それを積み重ねて 50 日まで体験利用できるんですよ。

だから、あいらんどが空いていれば、そこで 3 泊 4 日。もし、五光さんのほうが開いてれば 5 泊 6

日みたいな感じで、事業所に申し込んでいただいて、そのときに福祉課から支給決定いただく。そう

したら事業所も、体験宿泊用のマニュアルというか、冊子をお渡しして、体験して泊まっていただく

っていう形で、今体験の方がずーっといて、それで、もう来月から本入居になる方もマックス 50 日

来週で過ぎるので、今度本入居になるみたいな感じの組み方で、いろんな方に、空いてるときは、も

うあっちこちに声かけて、特にがじゅまるさんがたくさん連れて来てくださったので、それこそ成田、

船橋、市川、今回いろんな方が、3 泊 4 日とか 2 泊 3 日とかで泊まりに、あとは病院からいらした方

もいたので、ソーシャルさんの方もいらしたので。

もう体験はぜひしていただかないと、１泊じゃわからない。やっぱりお泊り 2 つしないと、１泊だ

と泊まって帰るだけなので、どっか行って泊まってきたのと同じなんですけど、2 泊するとこんな感

じかな、お風呂こんな感じかな、食事こんな感じかな、世話人さんってなんだろうみたいなところが

わかってくると思うので、体験はぜひ、たぶん事業所さんのほうで、体験だといくらかみたいなのも、

契約書もうちはできてるので、そういうので体験のときにも何が起こるかわからないので、そういう

意味で体験はがっつり、いっぱい来ましたけど、実際入る人が少なかったみたいなこともありました

けど、体験はできるはずです。

リーダー：何かフレンズさんコメントありますか。

NPO 法人フレンズ：全く同じです。

リーダー：全く同じですか。

NPO 法人フレンズ：全く同じ。

リーダー：はい。全く同じですね。

千葉発達障害児・者親の会・コスモ浦安グループ：はい。ありがとうございます。

リーダー：はい。

株式会社ダイム：今、聞いてて思ったのが、私はグループホームの関係ではないので、グループホームの形

がわからないんですけれど。たとえば体験をする、それで、１人空いてるって言われて体験をする。

行ってみて、あ、よさそうって思ってる間に、たとえば、ほかに入るっていうことはあるんですか。

もしくは、体験をしてここに入りたい、いくつかやってここに入りたいと思ったときに、空き待ちと

かそういう。

その、特養とかは、そういう形でどちらかというと、もう、あんまり、体験してると、空き待ちっ

ていうのは、介護の世界でもほとんどないんですけれど、ここに入りたいなと体験してみて思ったの

に、空きがなかったら入れないわけでしょう。そうしたときに、空き待ちの何人目とかそういったこ

の、ここは今体験できますとか、ここは空き待ちありますとかっていうのを、総合的に、なんらかの

形で外から、いつでも情報が取れるような形にしてあげないと。個々に直接いつもかけていくってい
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うのは、きっと親御さんたちにとって大変かな。まあ、親御さん、親、大人の方も含めて。

あとは、なんて言うんでしょうね。空き待ちで大体どれぐらいとかっていうのは予想が立つもんな

のかどうか。立たないのかって。あとは、たとえばこういう系統の人たちがみんな空き待ちしてるっ

てなったときに、そういう系統のところを新しく、なんらかの助成で立ち上げてくれるところを探す

ことができるのかというのがここの使命かなっていう気がするんですけど。

リーダー：はい。なんか事務局のほうから話すことありますか。

事務局：事務局障がい福祉課杉町と申します。先ほどグループホームのお話がありましたが、委員がおっし

ゃるように、確かに、お母さんやご本人がいろんなとこにあたるというのは、なかなか負担なのかな

と。

それで、希望していただいてそういう形をやっていただくのは全く問題ないですし、たとえば、あ

いらんどさんの、フレンズさんのグループホームを、まあ、決め打ちではないですけど、希望される

方は、もう直接あたっていただければいいと思うんですが。基本的には、体験入居の利用はできます

ので、随時、障がい福祉課の地区担当のケースワーカーにご相談いただければと思うんですが、あわ

せて、今ほとんどの方が、もう、計画相談で導入していただいてるんじゃないかと思うんですが。そ

の計画相談の専門員さんのほうがかなり情報持って集約してらっしゃいますので、まずは計画相談の

専門員さんにご相談いただくのも一つかなと。

それで同時にもしあれでしたらお電話でも窓口来庁でも構いませんので、福祉課のほうにお気軽に

ご相談いただいて、たとえばどんな形でグループホームがあるのか。たとえば、女性専用なのとかい

ろんなご相談、なんでも結構です。空きがありますっていうことがありましたら、地区との担当のケ

ースワーカーが代わって情報の集約をしますので、是非お気軽にご相談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：はい。あいらんどさん。

NPO 法人あいらんど：すみません。がじゅまるさんのほうで、グループホーム支援ワーカーさんがいらっ

しゃるんです。それで、グループホーム支援ワーカーさんが、計画相談もそうですけれども、より具

体的に、「ここが、空いてる」「空いてない」。そして「もし、この方だったら、フレンズさんがいい

かな」「あいらんどがいいかな」みたいなコーディネートをしてくださいます。それで、緊急性が高

ければ、「行徳の、たとえばワンルームのグループホームが空いてますよ」みたいなことも教えてく

ださいます。

あいらんどの場合は、比較的、その、がじゅまるさんのワーカーさんが連れてきてくださることが

多くて。それで、グループホーム連絡協議会っていうのがあるんですよ、実は。浦安、市川、松戸ま

でですね。連絡協議会というのがあって、結構横のつながり。あとは、世話人の勉強会とかも密にや

っています。それで、そこのグループホームの課題が何なのか。利用者さん、どんな利用者さんが来

たら、どんな対応をするかとか、そういうのもあるので、特色を、グループホーム支援ワーカーさん

が見出して。

実は、「もう来月から、あいらんどさん塞がるって聞いてたんだけど。もし、構わなければ、週末、

2 泊 3 日ぐらいで、この方を体験で入れてくれないか」とかっていうのがあって。まあ、今週末は、

まだいらっしゃるんですけど。「7 月から、正式に入る」って言ったら、その前に 2 人、こう、立て

続けに、「体験だけさせてくれ」っていうのもあるんですね。なので、そういうのも、7 月から本入

居って決まっていても、体験で来てる方は、１週間スパンで申し込みを受けてるので、「空いてるか

ら、今、どうぞ」っていう感じでやっていただいてます。だから、そういう支援ワーカーさんもいる

よという話です。はい。以上です。
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リーダー：はい。ありがとうございました。今のグループホームの、こう、柔軟性みたいことについて、先

ほど、事務局が、６月 19 日にグループホーム運営事業所を集めて、現在のグループホームの補助金

の出し方について、果たしてこの出し方でいいのかということをご意見聞いてくれるって実は、会議

があって。

今の、委員の言ったことは事業所の悩みでしてね、今、補助金出るのでは、「4 人ユニットで、一

気に行け」っていうのは、あるんですけど。4 人ユニットで一気に増やしても、入ってくる保障はな

い。すると、やっぱり、もう半年、もう１か月空き状況が続くみたいなものがあってね。たとえば１

人ずつ増えても、支援は出ないのかとか。

実は、さっきのサテライトっていうのは、今、補助金の中にはルールではないんですね、サテライ

ト方式っていうのは。まあ、こういうのをいろいろ、浦安の中でも出てきたので、ちょっと集めても

らって、いろいろ、補助金の出し方みたいなものを検討いただけるみたいのは、検討というか、意見

を言い合おうっていう、実は会議をやってくれて、きっと我々事業所も、そういうこと言って、今、

おっしゃったような、定員 4 名で、今、3 人だから、1 人空いて、「入りたい」って言っても、誰か

がぽんと入っちゃったらどうするんだみたいなところは、まあ、事業所次第だけども。じゃあ、一個

一個増やしていけるんだったら対応できるんじゃないかみたいなところも検討していく。

きっとそんな意図があって、6 月 19 日に集合がかかってるんだと思うので、これ、また、6 月 19

日に話し合ったことは、この場でフィードバックしていきますよね。ですね、きっと。そういうこと

は、実際におっしゃるって、現場では、なかなか、生き物なんでね、必ずしも、机上通りいかないん

で、なかなか、今、修正かけてくれてまして。また、それは、小川さんのほうにもご報告したいと。

きっとその辺を、今、おっしゃってんじゃないかなというふうに思ったので、一応。

あと、何かご質問ある方いらっしゃいますか。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：どうぞよろしくお願いします。あの、グループホームのことなんで

すけどね。視覚障がい者の仲間の人が、アパートを立ち退きされるんで、そういうところをお願いし

て行ったところがね、そこへ体験に行ったんです。そしたら、目が見えないということで、周りの人

が、一日泊まったんですけど。誰も、話をしてくれなくてね。それで、「とても、こんなところには

いられない」と言って、その人帰ってきちゃって。それで、浦安じゃなくて、だいぶちょっと遠かっ

たらしいんですね。それで、今は、おかげ様で、特養に入ってるらしいんですけどね。そういうこと

があって、グループホームに入る人たちっていうのは、どういう障がいを持って、どのぐらい動けば

入れるのか。ちょっとそれはね、私たち、目が見えないものですから、これからだんだん年を取った

ときにそういうことが、やっぱり出てくると思うんですね。

実際に、やっぱり 1 人、アパートにいる人がいるんですけど。階段を、グループホームではなくて、

普通の民間のアパートなんですけど。目下、手すりを、よそのおうちの壁を伝わって、よけながら、

やっと階段を下りて、通りに出るといった具合で。こっちも、訪ねてきたときも、自分は目が見えな

いし相手も見えないのでね、そういうところは一番困るんですよ。

グループホームの運営者の方は、いったいどういう人たちをどういうふうにホームにと考えている

のか、また、どこにいろいろ相談をしたらいいのかなって、ちょっとそれを、先のことを考えて聞き

たいなと思ってるんですけど。よろしくお願いします。

リーダー：はい。障がい福祉課のほうで、現在入ってる障がい者の方たちのいろんなことって、持ってる情

報あったら、お伝えいただければと思います。

事務局：事務局障がい福祉課、杉町と申します。個別の事例については、控えさせていただければと思いま

すが。一般的な事例として、ちょっと、ご報告させていただければと思います。
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まず、基本的に、グループホームということで、たとえば視覚障がいがあるから、たとえば、知的

の障がいの手帳をお持ちで、たとえば重度であるからということだけで、まず、その中でお断りする

ということはありません。

ただグループホームは、基本的には、日中活動を行いつつ自立した生活をある程度営めるというこ

とが、一つ、基準なのかなというふうに考えております。従いまして、視覚障がいがあって、なおか

つ、たとえば、ある程度自立した生活ができるのかとか、たとえば、療育手帳をお持ちの方で、どの

程度サポートがありながら、日中活動等を含めて、自立した生活ができるのかといったところ、具体

的にご相談を受けながら、ご本人さんや親御さん等とお話、面談等をさせていただきながら、ある程

度、お話を決めていって、場合によっては体験入居というところにつなげていただくのかなと思いま

す。

あとは、たとえば年齢的なところですね。いわゆる、たとえば身体障がいであるとか、精神、知的

の障がいをお持ちの方でも、65 歳になられたり、たとえば特定疾病の方の場合には、40 歳になりま

すと、介護保険制度を優先しますという一定のルールがございますので、そういった場合は、たとえ

ば、今、佐藤さんがおっしゃった、特別養護老人ホームに入所されたということも、選択肢の中には、

一つ、入ってくるのかなとは思いますが。まずは、たとえば、冒頭、重複しますが、視覚障がいがあ

るからとかっていうことで、一律、いわゆる紋切りをすることではございませんので、ぜひ、まずは、

ご相談いただければなと思います。以上です。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：ありがとうございました。

リーダー：はい。ありがとうございました。

有限会社ラビット： 6 月 19 日の会議っていうのは、すでにもう事業を起こしている事業所さんだけの話し

合いでしょうか。今後、グループホームを立ち上げたいという事業所は対象にならないんでしょうか。

その辺教えてください。

リーダー：はい。事務局のほうから、よろしくお願いします。

事務局：一応、私たちが想定してたのは、今、現状、グループホームを運営している事業者さん。４事業所

さんを考えてます。それで、今、運営するにあたって、何が大変なのかっていうのをまずヒアリング

したいなと思ってます。

先ほど、ちょっと、リーダーからご説明があったように、じゃあ、なぜグループホームが立ち上が

らないのか。まあ、たとえば、サテライト型で、こう、1 名ずつ増やしても、補助金が出ない。それ

で、4 名ずつ定員を増やせば、最低でも、463 万円の整備補助が出るっていう仕組みが、それが、果

たしていいのかどうかというところも含めて、ちょっと検討したい。その材料として、今の現状をち

ょっとお聞きしたいというふうに考えています。

リーダー：よろしいですか。はい。あと、ここには相談事業所の方が、何人か来ていると思うんですけど。

今の視覚障がいの方の住まいの問題で、なんか、こう、相談を受けた事例なんていうのをお持ちの方

いないですかね。大丈夫ですか。具体的にグループホームを運営してる方から、なんかご意見あれば、

視覚障がいの方のグループホーム入居についてね、大変難しい問題があるというご指摘があるんです

けど。そういったことで、事業所として、なんか考えとかご意見とかあるならば、どうぞ。

特にないですか。なければ、じゃあ、事務局のお答えでよろしいそうなので、よろしくお願いしま

す。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：ありがとうございます。

リーダー：事務局のほうの基幹相談では、そういった事例とかってないですか、視覚障がいの方の。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：まだ、これからだんだんね。高齢化にになってこれからかなと思っ
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て、聞いておきたいと思ったんですけどね。

リーダー：はい。わかりました。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：ありがとうございました。

リーダー：はい。

株式会社ダイム：視覚障がいの方のことでなんですけれど。今、介護保険で、特養に入れるのが、要介護度

が非常に重い人じゃないとっていうことで、かなり、この 7 月ぐらいから言われ始めたんですね。

それで、移動支援の定義とかでもわかるように、視覚障がいの方というのは、比較的、支援の程度

っていうか支援の手間というのが低いという、その、判断をされることが多くって。というのは、前、

やはり同じように、視覚障がいの方とも話をしたときに、おうちの中に認定調査に来ても、家の中の

ことは全部わかってるので、まあ、目をつぶってもっていう言い方になっちゃうんですけど。その、

どこに何があるかわかるから、介護保険の要介護度が一番低く見られると。であれば、やはり、グル

ープホームというような形でそういった方たちのものを、こう、ニーズをつくっていってあげないと、

介護保険のほうではあんまりそういう意味では、入れる可能性はそれだけにおいて言えば非常に低い

んですよ。

やっぱり、介護保険と障がいというのは、比較的、その近くにあるんだけれど。実は、おそらく、

たとえば障がい福祉課の方は、介護保険の細かいことをご存知ない。というのも、結構あるんですね。

それで、そういったことも含めて、おそらく、介護をやってる事業所とかも、いろんな話をしていけ

たらいいのかなと思いますけど。

視覚障がいの方たちというのは、おそらく、日中活動の場が、たとえば、マッサージなんかに行く

ことができて。でも、夜とか、やっぱり１人で暮らすのが不安な状態とかっていうものがあったとき

に、そういった人たちの特性に合わせたような、グループホームもあったらいいんだなって。あと、

とにかくね、外から、どこが空いてて、どこがね、できるっていうのが見えないっていうのがおそら

く、かなり問題だと思うのと。

あとは、透明性というか、順位はどうついてるのとかね。待ちの順位とか。

それで、あとは、補助金を考える集まりをするときに、たとえば、今、ニーズがどれぐらいあるか

と。つくったらすぐ埋まるのか。埋まらないのか。そういったことについても、やっている事業所の

方たちに、ある程度のものが見える形であれば、比較的、その事業に踏み込めるのかなっていう気も

するんですけれど。

一回、その、アンケートなのか、なんなのか、わからないけれど。そういった形で、いろんな方た

ちの、そのニーズというものを見ていくということも、実際、100 床できたら、それで足りちゃうの

っていうのも非常にわからないと思うので。そういったことも含めて、ニーズの問題をもう少し、ま

た考えてもいいんじゃないかなと思います。

リーダー：はい。ありがとうございました。持ち時間 30 分を切ったので、あと、議題が 2 つ残ってるので。

ここで、最初に 2 つ議題進んじゃいます。それで、時間が残れば、また、質問に戻りますので、ご了

解いただきたいと思います。

では、議題 4 の、人材不足のヘルパーと処遇の改善について、事務局のほうから、ご説明よろしく

お願いいたします。

事務局：すみません。よろしくお願いします。じゃあ、お手元の資料 19 ページとですね、あとは、添付資

料で、事前にお配りした、介護人材の確保についてということで、同時に、ご説明のほうをさせてい

ただきます。

まず、昨年度まで、この、人材不足。要は、ヘルパーさんの不足について、１年間協議のほうを、
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この部会で行いまして。その中で、まず、やはり、ヘルパーさんの収入の面で問題があるのではない

かということで、人件費の補助の関係であるとか。それで、なかなかやはり、ヘルパーの資格を取る

ための研修費なんかも、事業所としてはかかってしまうのでっていうお話も、確か、出てたかなと思

います。

その中で、研修費なんかを補助してもらえるといいなとか。あとは、国の報酬単価のもともとの設

定の問題もあるよねというようなお話が出てたかなと思います。

それで、ある程度、話が出る一方で、次にですね、ちょっと、事務局で考えたのが、介護人材の確

保についてということで。こちらは、今日も高木先生いらっしゃっているんですけども。国の社会保

障審議会の資料の一部になります。こちらの、まず、2 ページ目ご覧になっていただいて。まず、介

護に対するイメージですね。

まず、内閣府の世論調査ですけれども。まず、「介護に対するイメージ」と言って、「夜勤があって、

きつい仕事である」っていうのが、65.1 パーセント。あと、「給与水準が低い仕事」っていうイメー

ジがあるのが、54.3 パーセント。あと、「将来に不安がある仕事」というのが、12.5 パーセントとい

う数値が出ております。全体的に、介護に対するイメージというものが、まあ、マイナスのイメージ

であるという結果が出てると。それが、人材の参入の阻害要因の一つではないかというふうに考えら

れているということです。

次、お手元の資料 3 ページ目で、「現在の職場を選択した理由」ということで、介護福祉士さんの

ほうに回答をいただいた結果になっております。まず、今の職場を選択した理由として、「やりたい

仕事であった」、「仕事内容が合った」ということで回答された方が 39.7 パーセント。それで、右か

らですね、1、2、3、4、5 番目見ていただくと、ある一方で、「法人とか事業所の理念や方針に共感

した」。あと、職場としてですね、「子育て支援が充実している」というふうに回答された方が、7.3

パーセントと、2.2 パーセントということで、もともと、この職場に入るときにはですね、そこまで、

福利厚生の部分とか、法人の理念とか方針の部分については、重要視されてないという結果になって

おります。

次、お手元の資料 4 ページ目ご覧になってください。過去ですね、「働いていた職場を辞めた理由」

ということで、こちらも介護福祉士さんからの複数回答なんですけれども。何で、その職場を辞める

のかなという調査結果なんですけれども。「結婚」とか「出産」というか、「育児」が、で回答された

方が、一番多くて、31.7 パーセント。2 番目としまして、「法人事業所の理念や運営のあり方に不満

があった」と回答された方が、25 パーセント。あと、「職場の人間関係に問題があった」と回答され

た方が、24.7 パーセントということで。実際、こちらの、職場を辞められるときっていうのは、結

婚とか子育てとかですね、あと、職場の方針、人間関係などで辞めるきっかけになってるというふう

な結果になっております。

次、お手元の資料の 5 ページ目。人材の量と質の循環ということで、こちらのですね、今までに、

昨年とかに協議をおこなってきたその量的な部分ですね。要は入職希望者を拡大することっていうの

を、重点的に話し合われたかなと思うんですけれども。それ以外に、右側のその質、各人が専門性を

高めてスキルアップできるキャリアパスが整備できるということで、キャリアパスっていうのが、従

業員が職につくまでの間の経験とかですね、将来、そのヘルパー自身が目指す職業を踏まえた上でど

のような暮らしで経験を積んでいくかっていうところも大事であろうということ。あと、下の欄の環

境整備ということで、職場環境の労働環境整備も必要であるということで、量と質と環境整備が潤滑

的にやっていくっていうふうにしなければ、人材確保はできないのではないかということです。

次 6 ページ目が、具体的なですね、介護人材確保に向けた好循環のための施策ということで、多様
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な人材の参入促進ということで、マッチング強化であるとか、右側の質の向上、キャリアパスの確立、

キャリアアップ支援で、下の段の、事業所としての処遇改善なんかもですね、必要であるということ

です。それで、こちらの処遇改善についてはですね、国のほうで、福祉・介護職員処遇改善加算のほ

うですね、今年度から見直しのほうを図ってまして、その資料が、後ろから 2 番目の、右の 7 ペー

ジ目の資料になります。

別紙１ですね。福祉・介護職員処遇改善加算の見直しについてということで、こちら平成 27 年度

からです。実は平成 23 年度までに、福祉・介護人材の処遇改善事業というものの助成金っていうも

のがあったんですけれども、賃金改善の効果とかそれを継続するという観点から、平成 24 年度から

この助成金については、障害福祉サービスの報酬のほうに移行しております。それで、助成金の対象

であった、障害福祉サービスに従事する福祉・介護職員の賃金の改善に当ててくださいという主旨の

もとに行われているということで。平成 27 年度からは、一番上の段ですね、福祉・介護職員、改善、

処遇改善加算、（１）新設ということで、こちらはどのようなものかっていうのが、通常の事業所に

おいて、賃金改善をおこなっていることのほか、キャリアパス、たとえば、職員の職位であるとか、

職務内容等に応じた任用の用件を否定したりとか、まあ、賃金体系について規定する。あと、就業規

則の明確な根拠規定を整備する等々の理由をですね、すべて適合している事業所について、通常の給

付単価に加えて加算が加えられるというものになっております。

それで、具体的なその加算のですね、パーセントについては、一番最後の資料、8 ページ目になり

ます。こちら、各サービスごとに、居宅介護から、医療型障害児入所施設あるんですけれど、たとえ

ば、先ほどの、1、（１）については、通常の総単位数に加えて、22.1%の加算がつくということにな

っております。

あと最後、事務局から一方的で申しわけございません。1、2、3、4 枚目の、平成 26 年障害福祉サ

ービス等経営実態調査結果（速報値）で、これも、国の障害保健福祉部のほうから出しているものな

んですけれども、こちらの、めくっていただいて、上の部分、平成 26 年障害福祉サービス等経営実

態調査結果の概要を見ていただいて、こちら調査が平成 26 年４月１日現在のものになっております。

こちらが調査事項なんですけれども、平成 25 年度における事業所の収支状況、従業者数、給与等を

もとに調査したものになっておりまして。収支の状況、平成 26 年度調査については、居宅介護の部

分が、収支差額が 9.4%あるということ、重度訪問介護については 12.8%、同行援護が 9.5、行動援

護が 12.1%の収支差額があるということ、逆にですね、計画相談とか、そこの部分については、比較

的、2.4 とか 2.2%で推移しているということの結果が出ております。

それで、これらの国の報告書等を、かんがみまして、事務局のほうで、ちょっと提案なんですけれ

ども、お手元の資料 19 ページ目の居宅介護に係る実態調査案ということで、昨年度までは、事業所

の経営者を対象とした、どちらかというと、調査だったかなと思います。その中で、いろいろ、研修

であるとか、人がなかなかこう、とれないというようなお話しをいただいたかなと思うのですけれど。

実際、ヘルパーさんが、どのような思いでやってるのかなっていうところをですね、もうちょっと、

具体的に引き出したいなということでですね、一応、調査対象としましては、浦安市内の居宅介護事

業所ということで、居宅介護と行動援護、重度訪問介護、同行援護、移動支援事業所に勤務するヘル

パー等ということです。調査方式については、もちろん名前はふせて無記名ということ、原則選択式。

市役所が直接その郵便を受け取って分析をするということ。それで、調査実施時期につきましては、

平成 27 年の 7 月、来月から１か月にかけて実施していきたいというふうに考えております。調査項

目については、まず、あなたが勤務する事業所はどのような形態ですかということ、あと、あなたが

保有している資格はどのような資格がありますか。まあ、介護福祉士とか、ヘルパー２級とか、こう
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いろいろあると思うんで、そのような内容。それで、今現在、事業所からお金をいくらいただいてい

ますかという内容。あと、福利厚生面、あと今の職場を選択した理由ですね。先ほどの国の調査とち

ょっとかぶるんですけど、その内容。あと、たとえば、転職された方については、過去働いた職場を

辞めた理由。あと、継続的にですね、じゃあどのような支援があったら勤務できるのかな。あと、事

業所、あと、国、県、市に対して何かもの申したいことがあるかっていうような具体的なことも書い

ていただこうというふうに考えております。以上です。

リーダー：はい。ありがとうございました。結構、専門的なところ出てきたんで、理解に追いつかない方も

多くて、私も今、資料見ながら、ここは、和洋女子大学さんに若干フォローしてもらったほうがよろ

しいんじゃないでしょうか。一つよろしくお願いいたします。

和洋女子大学：今のご説明でほぼ完璧かなとは思っておりますけれども、フォローというよりか、少しご質

問になりますけれども、調査項目の中で、そうですね、継続的に勤務できる条件の中に入るのかもし

れないんですけれども。これ、調査対象がヘルパーさんというようなところもあって、先ほどの資料

でも見たように、これキャリアパスのところですね、その、見通しが、自分が将来、どうなっていく

のかっていうような見通しが、やはりこう、ヘルパーさんのところだと立ちにくいっていうふうなこ

とが想像できるんですけれども、そういったところもお聞きする予定なのか、ちょっとお聞かせくだ

さい。

リーダー：事務局よろしいですか、ご質問。はい。

事務局：はい。そうですね。まだ調査項目について、今ちょっと検討してるところなんですけれども、その

ような、たぶん、ヘルパーさんもなかなか、出しにくいところなのかなと思ってますので、そこの部

分、拾っていくような形で考えたいと思います。もしアドバイスありましたら。

リーダー：はい、アドバイスをひとつよろしくお願いします。僕から１個だけ質問なんですけど。たとえば、

過去働いていた職場を辞めた理由とは、とありますでしょ。これ、なんかあの、一般企業との比較の

データってあるんですかね。なんか、これってなんとなく、普通の企業とたいして変わらないんじゃ

ないかっていうふうに一瞬思ったりして、最初にイメージだけは、ちょっと普通の一般企業にはない

イメージであることはなんとなくわかったんですね。夜間がきついとかってのは、やっぱり一般企業

に入った方はなかなかそういうことは思わないんだと思うんですけど。やめた理由について、なんか

こう、比較するものってあるんですか、ないんですかね。たとえば、女性が結婚、出産、育児で辞め

たなんていうのは、こう、世間一般企業でも多い傾向だろうし、会社に入って、やっぱり、考えが違

ったみたいなね、もっとこの会社は立派だと思ったけれども駄目だったみたいなところも、まあ、よ

く聞く話だし、人間関係が苦しいから辞めたっていう話も聞く話だし。これをなんかこう、ヘルパー、

介護福祉士だから、こういう理由だ、ではないような気がちょっとしていて。ま、このへんでちょっ

と、ぐっといくと、危険かなって思う節もちょっとあって、今、普通のとこと比較、資料ありますか

って質問なんですが、それはないですよね、特にはね。

事務局：そうですね、はい。

リーダー：ないですよね。

事務局：今、現時点では比較は、はい。

リーダー：はい、わかりました。じゃあ、一応、そういったことで、今後のそのヘルパー不足を少しでも解

消するために、ヘルパーさん自身からいろいろ意見を聞こうではないかっていう、この案でございま

すが、それはよろしゅうございますか。ですね、実際に聞いていただいて今後の参考になればってい

うことで。それでは、そういうことで、特にご質問とかでていないので、よろしくお願いいたします。

では、議題の最後の、平成 28 年度からの基幹相談支援センターの機能について、事務局から説明
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のほうよろしくお願いいたします。

事務局：障がい事業課の茶川といいます。よろしくお願いいたします。私のほうからは、議題の（５）の資

料をご覧ください。そちらのですね、平成 28 年度からの基幹相談支援センターの機能ということで、

ご説明させていただきます。

まず、浦安市は、平成 25 年 4 月 1 日から、基幹相談支援センターを設置しています。現在の運営

事業者への委託期間が、来年の 3 月 31 日で終了いたしますので、今年度、運営事業者を公募したい

と思っています。この公募に先立ちまして、自立支援協議会とか、各部会で、基幹相談支援センター

の機能について、ちょっとご意見をうかがいたいと思っております。

初めに、基幹相談支援センターの概要ということでご説明させていただきます。基幹相談支援セン

ターは、障害者総合支援法 77 条の 2 において、地域の中核的な相談支援を担う機関として、相談支

援事業等の業務を総合的に行うことを目的とする施設とされております。また同条では、市町村は基

幹相談支援センターを設置できるとされていますが、できる限り設置することが、期待されておりま

して、運営については、民間事業所にも委託することができるとされております。基幹相談支援セン

ターが実施する総合的な相談業務の実行性をさらに高めるために、地域の指定障害者福祉サービスの

事業者さん等と連携を図ることに努めるように規定されています。

それで次のページをご覧ください。簡単に、図で示したものになっておりますが、基幹相談支援セ

ンターの機能ということで、こちらの、丸で囲まれた部分で、また、大きな機能としましては、この

四角の部分になっているんですが。まず 1 つ目として、総合相談、専門相談。その次に、下のほうに

ありますが、地域の、相談支援体制の強化の取り組み。また、図にある権利擁護、虐待防止といった

観点。それと、地域移行、地域定着といったことが、主な機能ということで定められております。そ

のほかにも、相談支援事業所さんや、自立支援協議会とも連携を図るということで、このように規定

されております。

現在の仕様ということですが、相談窓口については、月曜日から金曜日まで、9 時から 5 時 30 分

まで。土曜日は 10 時から 15 時までということになっておりまして、また緊急連絡ということで、

24 時間、365 日対応するというふうになっております。

今後についてなんですが。今現在、平成 24 年度に基幹相談支援センターを運営する法人の募集を

行いまして、パーソナル・アシスタンスともさんに委託させていただいております。それで、その文

書をですね、今回と同じように協議会のほうで、要するに事業者支援プロジェクトのほうで意見をお

こなっておりました。実際、この公募についてなんですが、28 年度からの公募にあたっては、ホー

ムページでの申し込み書類の配布を予定して、書類審査、ヒアリング審査等を経まして、選定審査会

で受託事業所を選定したいと考えております。

それで、今回意見を聞くということでございますが、今後意見についてですね、この場で、その意

見を、じゃあ、仕様に盛り込もうとか、盛り込まないといったことは、ちょっと、お答えはできませ

んので、あくまでもご意見ということで、いただければと思っております。またですね、この場でな

くても、持ち帰っていただきまして、各団体各所属のほうで検討していただいて、ご意見等があれば、

後日でかまいませんので、障がい事業課のほうにお伝えいただければと思っております。簡単ではご

ざいますが以上で説明を終わります。

リーダー：はい、3 年経ったので、また、基幹相談支援センターの公募をしますよという話だったと思いま

す。思い起こせば 3 年前、まあ、４年前なんですけどね、ここにいる何人かの委員もその場で立ち会

ったかと思いますが、基幹相談支援センターにさまざまな機能を付加してくれという議論をさせても

らって、国が定める機能よりは、浦安の場合かなりの多くの要望を伝えて内容に盛り込んでもらった



20

っていう経緯があります。今、ここで、事務局のほうからも話ありましたけども、ご意見と言っても、

なんのご意見かちょっとよくわからない方が多いので、メールでもいいんですか、FAX でもいいん

ですか、っていうことでございますので、特にこの場で言っておきたいって方がいらっしゃれば、あ

と時間が 5 分ぐらいですけど、言ってもらって、あとは各団体等々持ち帰って議論する団体があれば

議論してもらって、事務局のほうに伝えていただくということでよろしければ、そのほうがよろしい

かなということと。

先ほど、委員のほうから、今年度のこの部会でですね、今、ヘルパーの人材不足っていうテーマだ

けがドンと上がっていて、あと実は、まだ上がっていません。ご存知の通り、ここでは、幅広い議論

をしなきゃいかなくて、別の委員からも、視覚障がい者の方の住まいの問題でありますとか、マッサ

ージの場所の確保が問題とかですね、議題上がってるわけですけども。これもまた、時間あれば皆さ

んから出してもらってというふうに思ってるんですが、まあ、見ての通りあと 5 分しかなくなっちゃ

いました。なので、これもまた、いろんな団体で、今年度あと 3 回あります。あとは、必要に応じて

は部会っていう手もあります。皆さんから、今年度、こんな議題について、一度でいいからこの場で

もって議論してほしいということがあれば、これまた、事務局のほうにぜひ寄せていただきまして、

それで、一応、私どもと藤崎さんのほうと事務局のほうで打ち合わせをして、次回のときに、こんな

ご意見をいただいて、こういうことを話し合っていきたいけどどうかという問題提起をさせてもらっ

て、皆さんよろしければ、それも議論していくと、あと、また、このヘルパーの回収があってデータ

が出てくるので、それで、また、何か行政としてやること、我々事業所がやることみたいなことを、

まとめ上げられればいいかなと思っています。

まあ、そんなとこで、まとめて終わりにしていきたいなって方向を考えているんですが、何か考え

ていらっしゃれば、どうぞご意見のほう。

浦安市肢体不自由児親の会どっこらしょ：今現在、運営されている業者さんの利用者さんの中で、持病をお

持ちの方はいらっしゃるかっていうことを、たぶんうちの仲間は知りたがってると思うんです。

持病とか、あと医療のケアですとか、あと、看護師さんが電話したらすぐ相談に乗ってくださると

か、そういうケアのような、自宅でご両親がしてくださってるに近いようなケアを必要とされてる方

の、入所者の方っていらっしゃるんでしょうか。まだですかね。

リーダー：はい、フレンズさん、いかがでしょう。次は、あいらんどさんに行きますから、はい。医療的な

ケアの必要な方が、グループホームにいるかっていうご質問でよろしいですか。

浦安市肢体不自由児親の会どっこらしょ：はい。

ＮＰＯ法人フレンズ：詳しくは、私は、就労側で、グループホームの担当ではないので、直接電話して聞い

ていただければ一番だと思うんですが。今、現在わかっている段階では、そういう医療的なケアを必

要とされている方は住んではおりません。先ほど、市役所の方から説明があったように、ある程度、

日中活動できる方が住むのがフレンズの方針となっておりますので、そういう方は特にはいらっしゃ

いません。

リーダー：はい。あいらんどさん。

ＮＰＯ法人あいらんど：はい、あいらんどです。うちも同じですね、医療的ケアっていうのはどのぐらいか

わからないんですけれども。服薬とか、その他ですね、昼間の事業所さんと密な連絡を取り合って、

あとは夜間支援体制が整っているっていうことで、まあ、同じ屋根の下に世話人がいるっていうこと

で、緊急時の対応はできるようにしてあります。それで、お薬、特にお薬が何倍もある人もいますし、

その辺は非常に細かいので、本当に昼間の事業所さんの協力がないとやっていけないですけれども。

そういう意味では、もっとプラスアルファで、もっと重い方っていうのを考えていくにはまだハード
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ルが高いので、予備知識が必要かなっていうところです。以上です。

浦安市肢体不自由児親の会どっこらしょ：はい。ありがとうございます。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：社会福祉法人のパーソナル・アシスタンスともの森嶋です。

グループホームと言われてるものについて、いくつかご議論されてますけど、確認をさせていただき

たいですが。

もともと共同生活援助、今までグループホームと言われてたものと、共同生活介護、ケアホームっ

て言われたものが統合されました。なので、そのあと、じゃあ、今までケアホームに入居されてた、

重度と言われる人たちが、じゃあ、どこに行くのかっていうと。今ここで議論されたことだけを聞く

と、これ、議事録にも残るでしょうけど。あとで、身辺自立、日常生活で自立してる方だけが、原則

入居みたいな話が、ちょっと、とんでたように思うので、そこの認識をもう１回確認させてほしいで

すが。

グループホームとケアホームが統合されてグループホームになりました。それで、今までの、みな

しでされてたものがそのまま継続で、個人の、ここに、だから入居って言葉を使わしてもらってるん

です。入居者に対して、ホームヘルパーの導入が今も認められてます。それで、今、医療的な、重度

の人のケアはどうなってるのかっていうことはありましたけど。だから、法律上は、確か、重度の人

でも、障がい者の、支援区分 5 とか 6 の方たちでも、原則理論上はグループホームに入居、入るこ

とができるんですね。それで、そこに個別のヘルパーがたぶん入ることができたと思います。

医療的なケアについても、何をもって医療的ケアと、委員がおっしゃったことはちょっとわからな

いですけど、ヘルパーの事業所でも、認定特定行為っていう一定の研修と看護師さんの実技研修を受

けることができるようになったというレベルのケアであれば、そういう事業所が入ることによって、

地域での生活は支えられるっていうふうに、制度は進歩したんだと思います。それと、日中活動につ

いては、報酬の評価もあるんですけど。実態としては、日中は、入居者の、利用者さんについてはど

こかに、こう、通所だったり、一般企業に、就労で働きに行ってるっていうのがたぶん実情なのかっ

ていうふうに思いました。それで、介護保険優先っていうこともありますけど、介護保険の部分につ

いても、支給決定の手順の事務連絡っていうのは、厚生労働省から何回も出されていて、まあ、個別

判断してくださいっていうことに今は制度上確かなっていたと思います。それで入居者の順番はどう

なってるのかっていうことは、全国で、グループホーム協会とかでもやられてますけど、原則民民の、

民間の事業所と、民間の方たちとの契約なのであまり公開してるところはないかなと、私は思います。

以上です。もし、間違ってたら、事務局のほうから訂正いただけると。

リーダー：はい。とても、大事なポイントで、ここは、ちょっと本当に整理して勉強しておきたいところな

んですね。これ、非常に今、彼が言って、時間がもうないんで、ながながしゃべるつもりはなくて、

これは、１回整理してご理解したほうが、特に皆さんは、将来心配になっていたところがあるってい

うことは、先ほど自己紹介のほうで聞いてますので。この辺は、今、委員が言ったようなことは、そ

の制度をちゃんと整理して使えば使えなくはない。それで、そこは果たして、浦安の事業所がそれに

取り組むかどうか。取り組んだらいったい事業所はどうなるのか。それをどう支えるのかっていうこ

とが、実は大事なテーマだと思いますので、時間があったらまた、次のときもご質問していただいて

と思います。

それじゃあ、大体この辺で、閉めさせていただきたいと思いますが、大変、活発なご意見ありがと

うございました。次回もこんな感じでいきたいと思います。ぜひ、ご協力のほうお願いいたします。

なんか事務局のほうからございますか。このチラシの件だけですか。

事務局：もう知ってらっしゃる方がいると思うんですけれども。6 月 16 日に、Wave101 で、市内の福祉事
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業所の方たちに、集まっていただいて、事業者説明会のほうを実施いたします。居宅系の事業所とか、

グループホームであるとか、通所系の事業所とか複数、団体が集まっていただきますので、もしよろ

しければ、お越しいただければ。それで、お友だちなんかもいらっしゃいましたら、ぜひぜひ、誘っ

ていただいてお越しいただければなと思います。以上です。

リーダー：はい、それでは、本日はこれにて閉会いたします。どうもありがとうございました。



平成 26 年６月 11 日（木）

13時 30 分～15 時 30分

健康センター第２会議室

浦安市自立支援協議会地域生活支援部会（平成 27 年度第１回）

１．開会

２．議題

（１）平成 27 年度・28 年度地域生活支援部会の運営と課題

（２）就労支援センター平成 26 年度実績報告

（３）平成 26 年度・27 年度浦安市新規事業について

（４）人材不足（ヘルパー）と処遇の改善について

（５）平成 28 年度からの基幹相談支援センターの機能

３．閉会
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議題（１）資料１

平成 27 年度・28 年度浦安市自立支援協議会の組織と運用

１．組織

自立支援協議会は、市長より委嘱を受けた委員で構成する。

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

め、５つの部会を置く。

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

る。

名称 目的 主な課題

自立支援協議会

障がいのある人もない人も共に

暮らしやすいまちづくりに関し、

関係機関による定期的な協議を

行う。

地域課題の整理と対応に関する事項

基幹相談支援センター等の事業につ

いての検証及び評価

権利擁護部会

障がい者の権利を擁護するため

のネットワーク作りと啓発・広報

活動を行う。

障がい者の権利擁護に係る啓発・広報

に関する事項

障がい者虐待防止に関する事項

成年後見制度の普及に関する事項

こども部会

生まれてから 18 歳になるまでの

こどもへの支援を協議し、ライフ

ステージに合わせた必要な支援

と関係機関のスムーズな連携を

図る。

教育と福祉の連携に関する事項

相談体制の充実に関する事項

相談支援部会

相談事例の検討や課題の解決に

ついて協議し、相談支援事業の充

実と相談支援事業所の連携を図

る。

サービス等利用計画等の質の向上に

関する事項

相談支援事業の充実に関する事項

地域生活支援部会

障がい者の就労・住居等地域生活

全般に係る諸問題の解決に向け

て協議を行うとともに障がい福

祉サービス事業の充実を図る。

障がい者の就労に関する事項

障がい者の住まい・地域定着に関する

事項

障がい者の地域でのくらし全般に関

する事項

本人部会（＊）

当事者間の情報交換を行い、相互

理解を図るとともに、地域課題を

提案する。

情報交換に関する事項

地域課題の提案に関する事項

＊本人部会委員は、委員本人の意思を確認した上で、地域生活支援部会等に参加する。

自立支援協議会

権利擁護部会 こども部会 相談支援部会 地域生活支援

部会

本人部会
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２．合同部会

部会間の情報交換を行い、連携を図るため、合同部会を開催する。

合同部会では、活動報告及び基幹相談支援センター等の活動報告をおこなう。

３．プロジェクト会議

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

ェクト会議（仮称）を招集する。

４．開催回数

自立支援協議会 年６回

部会 年４回程度

合同部会 年２回

プロジェクト会議 適宜

５．開催スケジュール

６．報酬等

自立支援協議会

浦安市の非常勤特別職の基準による １回あたり 会長 9,500 円 委員 9,000 円

部会

１回あたり 5,000 円（報償）

ただし、次に相当する場合は、報酬等の支払いの対象とならない。

・指定管理者、委託事業者、社会福祉法人に所属する委員

・合同部会及び部会で任意に開催するプロジェクト会議

・介助者及び意見徴収のために参加する方

４

月

５

月

６

月

７

月

８

月

９

月

10

月

11

月

12

月

１

月

２

月

３

月

自立支援協議会（年６回） ○ ○ ○ ○ ○ ○

部

会

権利擁護部会（年４回） ○ ○ ○ ○

こども部会（年４回） ○ ○ ○ ○

相談支援部会（年４回） ○ ○ ○ ○

地域生活支援部会（年４回） ○ ○ ○ ○

本人部会（年３回） ○ ○ ○

合同部会（年２回） ○ ○
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７．委員の選考

（１）自立支援協議会

要綱に基づき、障がい事業課で選考をおこない、市長が委嘱する。

参考）浦安市自立支援協議会設置要綱第３条

委員の定数は、20 人以内とし、次の各号に掲げる者の中から市長が委嘱する。

①相談支援事業者

②障がい福祉サービス事業者

③保健・医療関係者

④教育・雇用関係機関

⑤障がい者団体・当事者

⑥その他市長が必要と認める者

（２）部会（権利擁護・こども・相談支援・地域生活支援部会）

①当事者団体、福祉サービス事業所、関係機関にアンケートを実施、参加希望の有無

と希望する部会を確認。

②希望者が多い部会は、事務局で人数の調整をおこなう。

③事務局の調整後、団体等の代表に委員の推薦書の作成を依頼し、委員を決定する。

なお、相談支援部会に参加する福祉サービス事業所は、取り扱う議題の内容から、

指定特定相談支援事業所又は指定特定相談支援事業を検討している事業所とする。

また、自立支援協議会の委員は、いずれかの部会に所属し、部会のリーダー、サブ

リーダー等を務める。

（３）本人部会

公募。書面（応募動機）と面接により、障がい事業課が選考する。

８．代理出席

自立支援協議会は、代理の方が出席することはできない。

本人部会を除く各部会は、事前に事務局に申請することにより、委員が所属する団体等の

会員又は職員が代理人として出席することができる。

９．会議と議事録の公開

協議会及び部会の会議と議事録は原則公開とする。

ただし，個人情報等に関する事項を審議するときは，会議の全部又は一部を公開しない。

議事録には自立支援協議会及び部会全て委員名を記載せず、団体名等を記載する。

なお、本人部会については、委員自身の障がいや経験についての意見が中心となるため、

非公開とする。

協議会委員については、非常勤特別職であるため、ホームページ等で所属団体と名前、性

別を掲載した名簿を公開する。

10．事務局

浦安市健康福祉部障がい福祉課・障がい事業課及び基幹相談支援センター
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議題（１）資料２

平成 27 年度自立支援協議会年間計画案

１．会議の進行

（１）協議会と各部会の連携体制

①協議会は、会議毎に「部会等に意見収集すべき事項」と「次回の議題」を確認し、各部会

等へ協議の依頼等を行う。

②各部会は、会議毎に「他部会に意見収集すべき事項」と「協議会へ提案・報告すべき事項」

を確認し、協議会へ報告・提案等を行う。

協議会 部会

協議の依頼・課題の分配等

地域課題の掘り起し・報告・提案等
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議題（１）資料３

浦安市

障がい者福祉計画
平成 27 年度～29 年度

概要版

浦安市では、障がいのある人を「必要な支援を受けながら自らの決定に基づき社会のあらゆる

活動に参加する主体」ととらえ、障がいのある人が自らの能力を最大限に発揮し、自己実現でき

るために市が取り組むべき障がい者施策の基本的な方向を定める「浦安市障がい者福祉計画」を

策定しています。

「浦安市障がい者福祉計画」は、障害者基本法に基づく「市町村障害者計画」に相当する「障

がい者計画」と、障害者総合支援法に基づく「市町村障害福祉計画」に相当する「障がい福祉計

画」を一体的に策定しています。

編集・発行 浦安市障がい事業課

〒279-8501 千葉県浦安市猫実１－１－１

ＴＥＬ：047-351-1111 ＦＡＸ：047-355-1294

メール shougaijigyou@city.urayasu.lg.jp

障がい者福祉計画の詳しい内容は、浦安市のホームページでごらんいただけます。

http://www.city.urayasu.lg.jp/shisei/keikaku/keikaku/kenkofukushi/1002426.html
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障がい者計画

浦安市の障がい者施策の基本となるもので、市が取り組むべきことと、その考え方を示し

ています。平成 27 年度から 29 年度は、つぎの５つを重点的な取り組みとします。

１．自己決定を尊重したサービスの提供

障がいのある人が、自身の望むライフスタイルや人生設計に応じて自己決定をおこな

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、

ひとり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。

また、サービスの質や量の充実に努め、事業所の連携を強化するとともに、新規の事

業者が参入しやすい環境を整備します。

２．ライフステージを通じた支援の推進

ひとり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（障がいの特性や特徴、支援内容を記録して、

支援者が情報を共有するためのファイル）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体制を推進

します。

３．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により、

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。

４．安心・安全に暮らせるまちづくりの推進

災害時要援護者の安否確認や避難支援が迅速におこなえるよう、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、ともに災害時の支援に

あたります。

５．差別の解消と合理的配慮の推進

障がいや障がいのある人に対する差別や偏見をなくし、お互い

に人格と個性を尊重し合い、ともに生きる社会の構築のため、障

がいのあるなしにかかわらず、お互いに理解が深まるように、差

別の解消と合理的配慮を推進し、障がいのある人が社会に参加す

る機会の拡充を図ります。
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施策の体系 障がい者計画では、施策をその方向性により７つに分類しています。

１．理解と交流の促進

○啓発の推進（広報誌等による理解の促進、理解と協力の呼びかけ、啓発活動の推進、職員の研修機会の充

実）

○市民との協働による支援活動の促進（市民による支援活動の支援、地域ぐるみの福祉ネットワークの整備、ボラ

ンティア活動の推進）

２．福祉・生活支援の充実

○相談支援の充実（相談支援体制の充実、本人の意思の尊重、専門的な相談体制の充実と連携の促進、サー

ビス等利用計画の質の向上）

○在宅福祉サービスの充実（地域生活を支える支援の充実、支援の人材の確保、福祉サービス情報の周知と利

用の促進 など）

○日中活動の場の充実（日中活動の場の機能強化、日中活動の場の整備）

○住まいの場の充実（地域生活支援拠点の整備、グループホームの拡充、住宅関係支援の充実 など）

３．保健・医療の充実

○障がいの早期発見の促進（障がいの原因となる疾病等の早期発見体制の充実、障がいの早期対応の促進、障

がいの原因となる疾病等の予防の促進）

○保健・医療・リハビリサービスの充実 （在宅サービスの充実、保健・医療・福祉の連携体制の構築、受診機会の

拡充、医療費の助成、医療的ケア実施機関の拡充、リハビリテーションの拡充）

４．子どもへの支援の充実

○就学前療育・教育の充実（療育支援体制の充実、保育所・幼稚園等における支援体制の整備 など）

○就学後療育・教育の充実（特別支援教育の充実、教職員の資質・力量の向上、教材教具の充実、インクルーシ

ブ教育システム構築にむけた特別支援教育の推進、放課後や長期休業中の支援の充実 など）

○就学・進学相談の充実（就学相談支援の充実、進路選択の充実）

○ライフステージを通じた支援の推進（支援体制の充実、サポートファイルの活用の推進）

５．雇用・就労支援の推進

○障がい者雇用の推進と就労支援体制の充実（市及び関係機関での雇用の促進、民間事業者での雇用の促

進、就労支援体制の充実と関係機関の連携）

○福祉的就労の促進（福祉的就労の場の充実、就労施設等の受注・販売の拡大）

６．生活環境の整備

○歩行空間・建築物の整備（「足元から都市づくり」の推進、道路環境・交通安全施設・公共施設等の整備）

○移動・交通手段の整備（移動手段及びサービスの充実、交通機関の福祉的対応の促進）

○安心・安全に暮らせるまちづくりの推進（災害時要援護者への支援、自主防災組織への協力、福祉避難所の拡

充及び人材の確保、福祉用具の備蓄、防災意識の向上の推進、緊急通報装置等の充実）
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７．自立と社会参加の促進

○権利擁護施策の推進（権理解と連携の推進、成年後見制度の利用の促進）

○虐待の早期発見・防止（虐待防止ネットワークの強化、虐待防止センター事業の充実）

○差別の解消と合理的配慮の推進（差別解消のための体制整備、合理的配慮の推進 など）

○余暇活動の促進（余暇活動等に関する支援の充実、文化・スポーツ活動の充実）

○自主的活動の促進（意見を発信する機会の確保、障がい者団体の育成・支援）
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障がい福祉計画

障がい福祉計画は、目標値やサービスの見込み量を示しています。

施設入所者の地域生活への移行の推進

平成 25 年度末の施設入所者の 12％以上にあたる７人を地域生活に移行することを目指すと

ともに、29 年度末時点での施設入所者数を３人削減することを目標としています。

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継続し、グループホーム等の居住サー

ビスの整備に努めていきます。

また、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」を市町村に少なくとも１つ整備するよう国から示されました。これを

受け、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。

福祉的就労から一般就労への移行者数の目標

平成２９年度中に一般就労に移行する人数を、平成２４年度の一般就労への実績の

1.4 倍以上である３０人にすることを目標としています。

就労支援事業の利用者に係る目標

平成 29 年度中に就労移行支援事業を利用する人数を、平成 25 年度の実績の 60％増であ

る８８人にすることを目標としています。

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。

福祉サービスの必要量の見込み

サービスの種類ごとに必要な量を実績等に応じて見込んでいます。

○訪問系サービス（居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護）

○日中活動系サービス（生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援 など）

○居住系サービス（グループホーム・施設入所支援）

○相談支援（計画相談支援・地域移行支援・地域定着支援）

○障がい児支援（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

児相談支援）

○地域生活支援事業（成年後見制度利用支援・意思疎通支援・日中一時支援・移動支援・

相談支援・地域活動支援センター事業 など
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議題（１）資料４

障がい者福祉計画と連動した福祉施策の推進

協議会及び部会では、障がい者計画で示した５つの重点的な取り組みを推進するための

意見を伺う。

また、平成 28 年度からは、障がい者福祉計画の進捗状況の確認と検証をおこなう。

重点的な取り組み１．自己決定を尊重したサービスの提供

障がいのある人が、自身の望むライフスタイルや人生設計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。

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。

（１）日中活動の場の充実

重度な障がいのある人が安心して利用できるサービスが不足していることや、地域

移行者の受け入れを進めることなどから、民間の事業者へ側面的支援等を行い、日中

活動の場の充実を図ります。

（２）住まいの場の充実

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」の整備を推進します。あわせて、民間の事業者に対す

る整備費用の補助の拡充等により、地域に密着した小規模グループホームの拡充を図

ります。 （福祉計画から抜粋）

○平成 28 年度からの基幹相談支援センター業務委託の.公募にあたり、各部会で「基幹相

談支援センターの機能」について意見を収集する。

○計画相談の質の向上や関係機関の連携やについて相談支援部会等で意見を収集する。

○平成 28 年度からの地域生活支援拠点の整備開始にあたり、地域生活支援部会で「地域

生活支援拠点の機能」について意見を収集する。

○「ヘルパーの確保策」について、地域生活支援部会で意見を収集する。
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重点的な取り組み２．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。

（福祉計画から抜粋）

○「サポートファイルの活用」について、こども部会・相談支援部会等で意見を収集する。

重点的な取り組み３．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により、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。

（福祉計画から抜粋）

○就労支援ネットワーク会議で協議し、地域生活支援部会に報告する。

重点的な取り組み４．安心・安全に暮らせるまちづくりの推進

災害時要援護者の安否確認や避難支援が迅速におこなえるよう、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、ともに災害時の支援にあた

ります。 （福祉計画から抜粋）

○支援体制の整備等の進捗状況等を協議会で報告する。
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重点的な取り組み５．差別の解消と合理的配慮の推進

障がいや障がいのある人に対する差別や偏見をなくし、お互いに人格と個性を尊重し

合い、ともに生きる社会の構築のため、障がいのあるなしにかかわらず、お互いに理解

が深まるように、差別の解消と合理的配慮を推進し、障がいのある人が社会に参加する

機会の拡充を図ります。 （福祉計画から抜粋）

○平成 28 年度からの障害者差別解消法の施行にあたり、権利擁護部会から「合理的な配

慮の事例」を収集する。
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議題（１）資料５

２．平成 27 年度地域生活支援部会の議題

（１）主な課題と平成 27 年度の議題の概要

主な課題 議題の概要

障がい者の住まい・地域定着

に関する事項
地域生活支援拠点の整備

障がい者の地域でのくらし全

般に関する事項

支援の人材確保（特に早朝、夜間、休日などの時間帯、

医療的ケアや行動援護、重度訪問介護等の分野で不足）

基幹相談支援センターの機能

障がい者の就労に関する事項 就労支援センターの実績報告

（２）前相談支援部会からの意見等

平成 27 年度の議題への提案

①人材不足解消について引き続き協議

（３）平成 27 年度の議題（案）

回 議題案

第 1回

平成 27 年度・28 年度地域生活支援部会の運営と議題

就労支援センター平成 26 年度実績報告

平成 26 年度・27 年度浦安市新規事業について

人材不足（ヘルパー）と処遇の改善について

平成 28 年度からの基幹相談支援センターの機能

第２～４回

人材の確保

地域生活支援拠点について

※委員から地域課題の提案があれば、その都度協議する

※就労支援ネットワーク会議の報告、福祉施策の報告は適宜おこなう。

※議題は、会議の進行等にあわせてリーダー・サブリーダー・事務局が

調整する。

（４）関係会議等

①就労支援ネットワーク会議

就労支援事業所による定例会。浦安福祉事業体（共同受注・販売するための共同体

の運営や、物品調達法に係る発注向上、雇用の拡充等を協議。



議題１資料（６）

平成27年度自立支援協議会スケジュール Ｈ２７．５．１３現在

＊行事等により日程が変更になる場合があります。

会議名 回 日時 曜日 時間 会議室

自立支援協議会 第1回 5月21日 木 午後３時～５時 健康センター第1会議室

権利擁護部会 第1回 6月4日 木 午後１時30分～３時30分 健康センター第1会議室

こども部会 第1回 6月10日 月 午後１時30分～３時30分 消防本部多目的ホール

地域生活支援部会 第1回 6月11日 木 午後１時30分～３時30分 第2会議室・地域連携室

相談支援部会 第1回 6月18日 木 午後１時30分～３時30分 消防本部多目的ホール

本人部会 第1回 6月25日 木 午後２時～３時30分 総合福祉センター第2会議室

自立支援協議会 第2回 7月2日 木 午後１時30分～３時30分 健康センター第2会議室・地域連携室

合同部会 第1回 7月16日 木 午後１時30分～３時30分 健康センター第1会議室

地域生活支援部会 第2回 9月7日 月 午後１時30分～３時30分 健康センター第1会議室

こども部会 第2回 9月10日 木 午後１時30分～３時30分 調整中

相談支援部会 第2回 9月16日 水 午後１時30分～３時30分 健康センター第1会議室

権利擁護部会 第2回 9月17日 木 午後１時30分～３時30分 健康センター第1会議室

自立支援協議会 第3回 9月24日 木 午後１時30分～３時30分 健康センター第1会議室

権利擁護部会 第3回 11月5日 木 午後１時30分～３時30分 健康センター第1会議室

本人部会 第2回 11月12日 木 午後２時～３時30分 総合福祉センター

自立支援協議会 第4回 11月19日 木 午後１時30分～３時30分 健康センター第1会議室

こども部会 第3回 12月3日 木 午後１時30分～３時30分 健康センター第2会議室・地域連携室

地域生活支援部会 第3回 12月10日 木 午後１時30分～３時30分 調整中

相談支援部会 第3回 12月17日 木 午後１時30分～３時30分 健康センター第1会議室

合同部会 第2回 1月21日 木 午後１時30分～３時30分 調整中

自立支援協議会 第5回 1月28日 木 午後１時30分～３時30分 健康センター第2会議室・地域連携室

本人部会 第3回 2月4日 木 午後２時～３時30分 総合福祉センター

地域生活支援部会 第4回 2月8日 月 午後１時30分～３時30分 健康センター第1会議室

権利擁護部会 第4回 2月15日 月 午後１時30分～３時30分 健康センター第1会議室

相談支援部会 第4回 2月18日 木 午後１時30分～３時30分 健康センター第1会議室

こども部会 第4回 2月25日 木 午後１時30分～３時30分 健康センター第1会議室

自立支援協議会 第6回 3月3日 木 午後１時30分～３時30分 健康センター第2会議室・地域連携室
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議題（２）資料

平成２６年度 就労支援センター実績報告

１．業務内容

業務項目 件数

１．就労相談 ２８３

２．生活技能訓練

作業 ８，８０６

ＰＣ ９８８

合計 ９，７９４

３．ジョブコーチ支援 ０

４．職場実習 １８

５．就職活動支援 ６４７

６．職場開拓 １３

７．職場定着支援 １，７８５

８．離職者支援 １１５

９．情報提供 ５４２

１０．就労支援ネットワーク ２００

合計 １３，３９７

※電話相談を含む

２．業務件数（生活技能訓練及びジョブコーチを除く）

内訳 来所 電話 訪問 合計

件数 １，４２３ １，６９７ ４８３ ３，６０３

３．登録者数

内訳 人数
障がい別

知的 身体 精神 手帳なし

２６年度合計 ２１ ８ ６ ８ ０

累計（平成２０年４月以降） ２８５ １２３ ７２ ８３ １４
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４．就職者・離職者・在職者

合計 知的 身体 精神 手帳なし

２６年度合計
就職者 １９ １１ ２ ７ ０

離職者 １０ ６ ２ ３ ０

累計

（平成２０年４月以降）

就職者 １２８ ７８ ２５ ２６ ０

離職者 ４３ ２５ ７ １３ ０

５．就労支援ネットワーク会議

＜第１回＞

（１）日時

平成２６年７月１１日（金）１４：００～１５：３０

（２）議題

①平成２５年度就労支援センターの実績報告について

②平成２５年度障がい者就労支援施設等からの物品等調達方針について

③障がい者就労施設等からの物品調達方針について

④障がい者就労支援等の市の取り組みについて

⑤各機関の現状など意見交換

＜第２回＞

（１）日時

平成２７年２月２日（月）１４：１５～１６：３０

（２）議題

①障がい者就労施設等からの物品等調達方針について

②浦安市障がい者就労支援センターの実績について

③障がい者就職面接会実施状況について

④平成２７年度実施予定の事業所説明会について

⑤平成２６年度浦安市就労支援ネットワーク特別講演会

６．職員数

内訳 常勤職員 非常勤職員 合計

管理者（サービス管理責任者） １ ０ １

相談員 ２ ０ ２

職業指導員（第１号ＪＯＢコーチ資格者１名） ２ ２ ４

事務 ２ ０ ２

合計 ７ ２ ９
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議題（３）資料

平成 26 年度・27 年度浦安市新規事業について

１．平成 26 年度 新規事業の報告

(1)青少年サポート事業

発達障がいの小中学生、高校生を中心とした放課後、土曜日等の療育支

援。

一般社団法人こども未来共生会 「そらいろルーム」

北栄地区 平成 26 年 10 月開所 平成 27 年３月末登録者 95 人

(2)グループホーム整備事業（旧第３教職員住宅の提供、整備補助）

・社会福祉法人南台五光福祉協会

猫実地区 グループホーム定員５人及び知的障がい者緊急一時支援事業

登録者 10 人

平成 26 年 12 月末市改修工事終了、平成 27 年１月引渡し、平成 27 年９

月グループホーム開所予定、平成 27 年 10 月知的障がい者緊急時支援事

業開始予定

・ＮＰＯ法人タオ 北栄地区 定員４人→８人に拡充

(3)生活介護事業所整備（東野地区土地提供、整備補助）

・ＮＰＯ法人千楽 東野地区 平成 27 年３月開所

生活介護 20 人、就労継続Ｂ型 10 人、自立訓練（生活訓練）10 人、

放課後等デイサービス 10 人、日中一時支援 20 人（年中無休）、計画相談

・ＮＰＯ法人なゆた 堀江地区 平成 27 年 12 月以降竣工予定

生活介護６人、就労継続Ｂ型 14 人、放課後等デイサービス 10 人、

日中一時支援 20 人、短期入所２人（開所日未定）

・ＮＰＯ法人カプア 明海地区 平成 27 年１月開所

生活介護６人、放課後等デイサービス 重心５人、重心以外７人

（入浴サービスの提供、日中一時支援は従来どおり）

(4)重度障がい者等支援事業所運営費補助（障害支援区分４以上）

日中活動の場、住まいの場の整備拡充

当初 13 人分→平成 26 年度実績 12 人、４事業所



18

(5)計画相談支援推進事業補助

平成 26 年度実績４事業所補助

(6)福祉避難所支援事業補助

平成 26 年度実績９事業所補助

(7)障がい福祉団体事業費補助

身体障害者福祉会 74 人、手をつなぐ親の会 76 人、

聴覚障害者協会 14 人、視覚障害者の会 30 人 計４団体 194 人

２．平成 27 年度 新規事業の報告

(1) 喀痰吸引等研修費用補助

３．平成 27 年度～平成 29 年度 浦安市障がい者福祉計画（案）の重点的な取

り組み

(1)自己決定を尊重したサービスの提供

・日中活動の場の充実（東野地区再整備、３年ごとの施設整備、医療的ケ

ア）

・住まいの場の充実（グループホーム定員 100 人目標、地域生活拠点の整

備）

(2)ライフステージを通じた支援の推進（サポートファイル、そらいろルーム）

(3)就労の促進（うらやす市ハンドメイドＢＯＯＫ、就労・販売場の確保）

(4)安心・安全に暮らせるまちづくりの推進（福祉避難所、ユニバーサルデザ

イン）

(5)差別の解消と合理的配慮（職員研修、バリアフリーハンドブック、成年後

見）

４．その他

・平成 27 年度実施計画

シビックセンター東野地区整備事業（基本方針の決定）、地域生活支援拠点

整備事業（事業化検討）、野菜工場整備事業（検討）
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議題（４）資料

居宅介護に係る実態調査（案）

１．目的

平成 26 年度までの地域自立支援協議会（地域生活支援部会）において、居宅

介護事業所の人材不足（ヘルパー）の問題を取り上げ、事業所向けの実態調査

を行い検証した。

その中で、事業所の報酬（収入）や人材育成等の課題について協議を行って

きたが、一方では内閣府の世論調査の中で、ヘルパーが職場に定着しないこと

の理由として、単に給与水準が低いことだけではなく、「法人の理念や運営のあ

り方に不満がある」「職場の人間関係に不満があった」などの事業者の雇用管理

の部分を原因としている結果もある。

これらのことから、市内の居宅介護事業所で勤務するヘルパーの視点から、

現状等を把握するために調査を実施する。

２．調査対象

浦安市内の居宅介護事業所（居宅介護・行動援護・重度訪問介護・同行援護・

移動支援事業所）に勤務するヘルパー

３．調査方法

無記名・選択式。市役所が郵送により直接回収を行う。

４．調査実施期間

平成 27 年 7 月～8月

５．調査項目

① 勤務する事業所の形態（居宅介護・行動援護・重度訪問介護・同行援護・

移動支援）

② 保有資格

③ 賃金

④ 福利厚生

⑤ 現在の職場を選択した理由

⑥ 転職されたヘルパー：過去働いていた職場を辞めた理由

⑦ 継続的に勤務できる条件
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議題（５）資料

平成 28 年度からの基幹相談支援センターの機能

浦安市では、平成 25 年４月 1 日から基幹相談支援センターを設置しています。

現在の運営事業者への委託期間が平成２８年３月３１日で終了することから、平成２７

年度に平成２８年度からの運営業者を公募します。

公募に先立ち、自立支援協議会及び各部会で、基幹相談支援センターの機能について、

ご意見を伺います。

１．基幹相談支援センターとは

基幹相談支援センターは、障害者総合支援法 77 条の２において、地域の中核的な相

談支援を担う機関として、相談支援事業等の業務を総合的に行うことを目的とする施設

とされています。

同条では、市町村は、基幹相談支援センターを設置できるとされていますが、できる

限り設置することが期待されており、運営については、民間事業所に委託することもで

きるとされています。

また、基幹相談支援センターが実施する総合的な相談業務の実効性をさらに高めるた

めに、地域の指定障害福祉サービス事業者等、医療機関、民生委員、身体障害者相談員、

知的障害者相談員等関係者と連携を図るよう努めることが規定されています。

２．設置までの経緯

浦安市では、平成 24 年度に基幹相談支援センターを運営する法人等の公募を行い、

選定の結果、平成 25 年４月 1 日から平成 28 年３月 31 日まで「社会福祉法人パーソ

ナル・アシスタンスとも」に業務を委託しています。

また、公募に先立ち、当時の自立支援協議会事業者支援プロジェクトで意見を伺いま

した。

３．平成 28 年度からの運営事業者公募スケジュール

平成 28 年度からの基幹相談支援センター運営事業者は、公募により選定します。

平成 27 年 9 月より申込書類の配付を予定しています。書類審査及びヒアリング審査

(プレゼンテーション及び質疑応答)により選定審査会が受託事業者を選定します。
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議題 5 資料（２） 基幹相談支援センターの機能（現在の仕様書より）

相談支援専門員・社会福祉士

精神保健福祉士・保健師

常勤 5 人以上、非常勤 1 人以上

＊半数以上は相談・援護経験者

基幹相談支援センター

権利擁護・虐待防止
成年後見制利用相談

虐待防止の取り組み

総合相談・専門相談

障がいの種別や各種ニーズに対応する

・総合的な相談支援（３障がい対応）の実施

・専門的な相談支援の実施

＊経過的取扱い（月 30 件の計画相談）

地域移行・地域定着
入所施設や精神科病院への働きかけ

地域の体制整備に係るコーディネート

地域の相談支援体制の強化の取組

相談支援事業者への専門的指導・助言（医師・弁護士等の確保）

相談支援事業者の人材育成（年 3 回以上の研修会実施）

相談機関との連携強化の取組（年 2 回以上の連携会議開催）

相談支援

事業者

自立支援

協議会

連携

運営委託等

相談窓口

月～金 9:00～17:30

土 10:00～15:00

緊急連絡

24 時間３６５日対応


