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平成 27 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 27年 12 月 10 日（木） 午後１時 30分～午後３時 30 分

２．開催場所 消防庁舎 3 階 多目的ホール

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、順天堂大学医学部附属浦安病院

４．議題

（１）住まいと生活についてのアンケートについて

（２）人材不足（ヘルパー）と処遇の改善について

（３）障害者差別解消法施行に向けた取り組み

（４）その他

５．資料

（１）議題１資料 住まいと生活についてのアンケート調査結果

（２）議題２資料１ 介護・保育・看護・建設分野における人材確保・育成対策の全体像（Ｈ26.8.25 厚生

労働省『人材不足分野等における人材確保・育成対策推進会議』資料）

（３）議題２資料２ 人材不足（ヘルパー）と処遇の改善について

（４）浦安市障がいを理由とする差別の解消を推進する条例の制定について

６．議事

事務局：ただいまより平成 27 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。

初めに会議の進め方についてご確認事項がございます。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

じめご了承いただき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
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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、西田委員長にお願いしたいと思います。よろしくお

願いいたします。

リーダー：はい、皆さん、改めてこんにちは。

全員：こんにちは。

リーダー：本日もよろしくお願いいたします。早速でございますが、今日議題が４つほど用意されておりま

す。議題１、住まいと生活についてのアンケートについて。アンケートの結果報告について事務局の

ほうからお願いいたします。皆さん、お手元に資料がございますでしょうか。では、よろしくお願い

いたします。

事務局：事務局の障がい事業課です。着席して説明させていただきます。議題１の住まいと生活についての

アンケート調査結果ということで、資料に沿ってご説明いたします。

１番目、調査概要、調査の目的。浦安市では、自立支援協議会において平成 29 年度末までにグル

ープホームの利用を 100 名とする計画を策定しています。現在浦安市のグループホームの定員は 46

名であって、今後、倍の数の定員のグループホームを整備していく必要があります。

市ではグループホームをはじめ、障がいのある方の住まいや生活全般についての政策を考えていく

にあたって参考にするために、今回障がい者福祉センターに通われている方を対象に、まずこのアン

ケートを実施しました。調査対象は障がい者福祉センターの利用者 106 名で、79 名から回収を得ま

した。回収率は 75.2 パーセントとなっています。

続いて２ページ目以降で、調査の結果についてご説明します。まずこの調査票の記入者。調査票を

記入していただいたのはどなたですかという設問につきましては、本人以外の家族という方がもっと

も多く、70 人、88.6 パーセント。本人が７人、8.7 パーセント。介助者・支援者が２人、2.5 パーセ

ントなっています。

続いて年齢は 29 歳未満の方がもっとも多く 33 人、41.8 パーセント。続いて多かったのが 30 歳か

ら 39 歳で 20 人、25.3 パーセント。40 歳から 49 歳が 16 人と続いています。

３ページ。性別ですけれども、男性が 42 人、53.2 パーセント。女性が 36 人、45.7 パーセントと

なっています。

続いて、障害者手帳の種類と障害支援区分につきましては、身体障害者手帳お持ちの方の内訳は、

１級の方が８人。２級の方が８人。３級の方が１人。４級・５級・６級の方は該当がありませんでし

た。療育手帳は、A の１の方がもっとも多く 38 人。続いて多かったのがマル A の方で 19 人。その

ほかは A の２が４人。B の１が 10 人。B の２の方が５人となっています。精神障害者保健福祉手帳

につきましては、１級の方と２級の方がお１人ずつ。３級の方はいらっしゃいませんでした。

障害支援区分。こちらは、区分なしとか、回答がなかったという方が 50 名いらっしゃいまして、

区分ありの方の中では、区分４の方がもっとも多く 20 名。区分５の方が９名。区分３の方が８名と

続いております。

４ページに進みまして、あなたは今どこで暮らしていますかという設問。こちらにつきましては、

集合住宅の方がもっとも多く 48 人、60.8 パーセント。戸建ての方が 27 人、グループホームに住ま

われている方が４人という結果になっております。

同居家族の状況につきましては、こちらは 29 歳未満の方の場合は、両親と同居している方が 15

人、29歳未満の中で 45.5パーセントの方が両親と同居しているという結果になっています。しかし、
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サービス利用者の年齢が高くなっていくにつれて、両親と住まわれている方の割合が減っていき、同

居家族が１人親家庭とか、兄弟姉妹と住まわれているという方の割合が高くなっていくという結果に

なっています。

５ページに進みまして、その他福祉サービスの利用ですけれども、障がい者福祉センターのみ利用

しているという方が 47 人、59.5 パーセントでもっとも多く、続いて、ほかの通所系サービス。日中

一時支援等の通所系サービスを利用している方が 24 人、30.4 パーセントと続いています。

続いて、知的障がい者緊急時支援事業、こちら今年度から本市で実施している、自宅で何かがあっ

たときに、通報し、支援者が駆けつけることができるという事業ですけれども、これを利用したいで

すかという設問。もっとも多かったのが、わからないという回答で 32 人、40.5 パーセント。続いて、

利用したいという方が 27 人、34.5 パーセントとなっています。

６ページに進みまして、今申し上げた知的障がい者緊急時支援事業。どんな機能が必要だと思いま

すかという設問については、多かった回答が一緒に暮らす家族の急病時の支援ですとか、即座に駆け

つけてくれる支援体制とか。24 時間 365 日の連絡受付体制といった内容になっています。

続いて、親亡きあとなどを見据えて、将来どのような暮らしを希望していますかという設問。もっ

とも多かった回答がグループホームという方で、37 人、40.5 パーセント。続いて施設が 21 人、26.6

パーセントとなっています。

７ページ、希望される暮らし方をいつ頃から始めたいですかという問いに対しては、わからないと

いう方がもっとも多くて 37 人。５年以上先という方が 22 人で続いています。なかなか見通しを立

てることは難しいのかなということが推測されます。

８ページに進みまして、今後成年後見制度活用したいですかという設問。もっとも多かったのが、

わからないという回答で 36 人、49.4 パーセント。続いて、活用したいという方が 28 人、35.4 パー

セントとなっています。

将来の暮らしについて、どんな機能が必要ですかという問いに対して、多かった回答としましては、

食事の提供ですとか、日常的な生活面のフォロー、通所施設や病院などへの送迎、緊急時の対応など

といった内容になっています。

９ページに進みまして、このアンケート調査は回答しやすかったですかという設問については、普

通という方が 49 名、回答しにくかったという方が 16 名で続いています。どんなアンケート調査の

方法だと回答しやすいですかという問いに対しては、もっとも多かったのが相談支援専門員と一緒に

回答するという方法。続いて、直接市へ郵送するという方法が続いています。

10 ページ以降は、このアンケートの中で自由記述欄がありました。その中に書いていただいた意

見を記述させていただいています。年代別にまとめています。

この中で、複数の回答を得たような主な内容をピックアップして述べさせていただきますと、10

ページの９番、20 歳代の９番、「やはり浦安に施設建設は難しいのでしょうか」と、10 番、「身体障

がい者を対象とした入所施設がありません。近い将来、浦安市に安心して生活できる入所施設をつく

ってほしいです」。11 ページ目の 11 番、行動障がいのある方の支援、自閉症の方に特化した専門職

員のいるグループホーム型の施設をつくってほしい」といったような施設建設のご意見で意向もいた

だいてます。

そのほか、10 ページの 20 歳代の７番、「常に支援が必要な人の入居できる施設をつくっていただ

きたいです」とか、11 ページの 15 番、「市内にあるグループホームは軽度の方対象のものしかあり

ません」という、重度の方対象のグループホーム。常に支援が必要な方が入居できるようなグループ

ホームをつくってほしいというご要望・ご意見をいただいてます。また、11 ページ目の 13 番・16
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番といった方「まだまだ親亡きあとのことなど先のことと思っていましたが、早く考えなければいけ

ない」というご意見もいただいております。

最後に、12 ページ。利用者 50 歳代の方から、１番・３番といったところで、「短期入所先がない。

ショートステイできる場所が必要です」といった意見をいただいています。以上、簡単ではございま

すが、議題１のご説明とさせていただきます。

リーダー：はい、ありがとうございました。このアンケート結果をふまえて、何かご意見・ご質問ある方い

らっしゃれば、挙手の上ご発言をお願いします。はい、お願いします。

株式会社ダイム：ダイムケアです。勉強不足ですみません。知的障がい者緊急時支援事業というのは、ごめ

んなさい、私、知らないんですけれど、地域生活支援事業ですよね。これを皆さんご存知でお話しし

てるのかな。

リーダー：はい、じゃ、事務局のほうからよろしくお願いします。

事務局：事務局です。座ってご説明のほうさせていただきます。知的障がい者の緊急時支援事業については、

地域生活支援事業の一つです。今年度から実施している事業で、本日お越しいただいていると思うん

ですけど、南台五光福祉協会さんのほうにその事業をお願いしてるものです。具体的には、行動障が

いのある知的障がいのある方が、たとえばご自宅でパニックとかになったときに、なかなかご家族の

方が支援できなくなったっていうとき、お電話等で通報していただいて、職員がご自宅におうかがい

して、サポートをするというような事業になってます。

リーダー：ダイムケアさん、よろしいですか。

株式会社ダイム：それは、知的障がいの方たちに対してなんらかのアナウンスをしておこなっている事業な

んですか。

リーダー：どうぞ、事務局。

事務局：はい、ホームページ等を使用して、事業所も通じてご案内はしております。事業を実施する前に市

内の相談支援事業所なんかにも発信させていただいて、そこから、該当になると思われる利用者さん

にお伝えいただいたということがあります。

リーダー：よろしいですか。具体的に何名ぐらいの方が登録されているんですか。

事務局：今現在５名の方です。

リーダー：何かございますか。大丈夫ですか。

事務局：あと、その周知ということで、今年の２月ぐらいに事業者説明会のほうを実施してまして、詳細に

ついてはちょっとお話しはできてなかったかなと思うんですけれども、その中でもですね、知的障が

い者緊急時支援事業については、実施するということで、ご説明はさせていただきました。

リーダー： そのほかに、ご意見・ご質問ある方いらっしゃれば。

浦安市肢体不自由児親の会どっこらしょ：すみません。

リーダー：はい、どっこらしょさん、よろしくお願いします。

浦安市肢体不自由児親の会どっこらしょ：どっこらしょの会と申します。息子の登録はさせていただいてい

ると思うんですが、ちょっと細かいことなんですが、知的障がいの子どもが留守番しているときに何

か災害など起こっている。それで鍵は外からどうやって開けるんですか。どうやって、家の鍵をって

いうか、誰かが持っていらっしゃるんですか、鍵を。それとも、１人、留守番できるような人は対象

にならないんですか。

リーダー：はい、じゃ、事務局のほうからお願いします。

事務局：緊急時支援事業については、通報者はご家族の方とか、ご本人からももちろん通報があればご自宅

におうかがいするようにはなるんですけれども、今のご質問は、ケースっていうのか、パターンって
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いうのか、ご本人がお１人でいらっしゃって、なんかあったときにご本人が通報するケースになりま

すかね。

浦安市肢体不自由児親の会どっこらしょ：なんとなくわかりました。はい。

リーダー：大丈夫ですか。何か補足あります？今、どっこらしょさんは「わかりました」って言ってますけ

ど、それでよろしいですか。

事務局：うちのほうで、この事業を実施する上で想定していたのが、ご本人がパニックとかになって、ご家

族の方で、対応がちょっと難しくなったときに、ご家族の方が事業所に通報、お電話をしてもらって

っていうようなことを想定してつくらさせていただいた事業になります。

浦安市肢体不自由児親の会どっこらしょ：わかりました、はい。

リーダー：大丈夫ですか、はい。じゃ、浦安手をつなぐ親の会さん、よろしくお願いいたします。

浦安手をつなぐ親の会：浦安手をつなぐ親の会です。すみません、アンケートなんですが、前回のときに、

センターだけではなくって、もう少し広くとるようなふうになったと思うんですが、実際、センター

だけのアンケートになってしまったのは、やっぱり全体でとるのは大変だったからでしょうか。

リーダー：事務局のほうからよろしくお願いします。

事務局：今回、ちょっと時間も限られていたこともあり、試行的にきらりあの利用者さんを対象としたアン

ケートを実施したということです。今後また整理する中で、対象については、まだ、この場ではお答

えはできないんですけれども、ここに限定するわけではなくて、全体的なアンケート調査のほうは実

施していこうというふうには考えております。

リーダー：よろしいですか。

浦安手をつなぐ親の会：はい。

リーダー：はい。あとご質問、ご意見ある方、いらっしゃいますか。はい。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：コスモです。私事の話になって申し訳ないんですが、息子

は、一応お仕事もしてるんですが、遠い将来というか、グループホームに入所をさせたいと考えてい

るんですが、今の段階で入所できるかなということを自分なりに想定してみると、とても厳しいです

ね。障がいというのは、10 人いれば 10 人それぞれの特性も千差万別で、皆さんいろんな障がいをお

持ちなので、すべての障がい者の方に対応できるグループホームやケアホームができるっていうのは、

とても不可能なことに近いんだろうなって思うんですが。

たとえばうちの子どもに関して言うと、夜中に発作を起こしてしまうという病気を持っているので、

やはり入所させるについては、夜中にも見守りをしていただけるようなところでないと、とても危険

になってしまうかなっていうこととか。薬を大量に飲んでいるので、その服薬管理をしっかりしても

らえないと困るなとか。あと、数字の概念が全く０に近いので、金銭管理も今の段階で私がやってい

るので、それを親にかわってやっていただけるような方がいてほしいなとか。

まあ、食事のお世話だけ以外の部分でも、やはり、要求したいこともありますので、本当にそれは

無理な話かなとも思うんですが、将来的に私が年老いていなくなったあと１人残されたときには、や

はりどうしてもそういうところで、お世話にならざるを得ないので、できるだけいろんな方に細やか

に対応していただけるような施設ができてほしいっていうことを願っています。

リーダー：今のはご要望ということでよろしいですか、はい。あとご質問・ご意見ある方いらっしゃいます

か。はい、ダイムケアさんどうぞ。

株式会社ダイム：ダイムケアです。アンケートおそらくきっと大変だったと思うんですけれど、惜しいって

私が言うと上から目線で、なんか申し訳ないんですけれど、今の方がおっしゃったように、なんで困

ってるかっていうのが、ある程度見えてこないと、せっかくつくるグループホームが、人によっては、
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使いようがないっていうものになってしまうのかなと思うのが、たとえば、身体の手帳をお持ちの方

たちっていうのは、住居が集合住宅だったときに、これはバリアフリーだったらなんとかなるのかと

か。でも、ここだけだから住宅改修できたらいけるとか。

その、グループホームに入りたい人たちの理由っていうのは、それぞれ違うと思うんですね。身体

の方たちは、じゃあ、戸建てがバリアフリーになっているのか、そういった形で住めているのか、そ

れとも住めていないのか。集合住宅の場合、賃貸だった場合、住宅改修できないと。そういった方た

ちは、その身体の方たちは、それがなんとかなればグループホームじゃなくてもいいとか。今言った

ように、人的な部分で、必ずやっぱり、見守りなり、なんなりの方たちがいるということであれば、

それはそういった方たちなりの、なんていうんでしょうね、その、危ないところに出て行かなくてい

いような。まあ、あえて、なんらかのバリアが必要なこともあると思うんですよ。だから、できれば、

もしまだ、今あるアンケートで、その紙から読み取れるんだとしたら、戸建てと集合住宅という分け

方よりも、たとえばそれは住宅改修可能なものか、そうじゃないのか。

あとこの、身体の方たちは何が必要で、そういうふうに考えていらっしゃるのか。別に、なんで必

要なのって聞くということでは全然なくって、なんで困ってるから、グループホームに入りたいと思

っているかっていうことを、もうちょっと掘り下げないと、せっかくここまでのアンケートを答えて

いただいている方もいることを考えると、一番今困ってることとか、まあ、２番目に困ってること。

まあ、５番目ぐらいまで。それで終わらなければ、もっと書いてもらってもいいと思うんですけど。

書ける方には書いてもらって、どんなものをつくってほしいと思ってるっていうことがね、もう少し

わかるようなアンケートであれば、今の方がおっしゃるような。じゃあ、たとえばこの２階はそうす

るとか、３階はこうするとか。お金を出してつくっていくのに、もっと具体的に見えてくる気がする

んですよね。

今どんなものをつくろうとしてるのか、私にはどうしても皆目見当がつかなくって、あとは、潜在

的に今は、お話しを聞いた私が、その、知ってる方たちが、やっぱり高校卒業した行き先以降で、お

風呂困るんだなとか。だから、そういったものが、機械浴ができるようなものが、それで必要なのか。

それとも体が元気だから普通にお風呂入れちゃう人たちはっていう、そのフロアをわけるとかね。そ

ういったことを考えていく余地があるのか。そんなことも、アンケートから、できれば読み取れるよ

うなものであれば、もう少し具体的になんとなく、話しができる気がするんですよね。

今のあるのから、まだ残っているアンケートから、もうちょっと読み解けるとしたら、たとえば、

３ページ目の区分なし・回答なしっていうのは、区分ないのと回答ないっていうのを一緒にされると、

区分がない人がどれぐらいいて、ただ該当してないだけなのか。区分がない人でも、今ここに、きら

りあさんにかよってて、なんらかの形で困ってるのかっていうことなどを把握するためにも、区分な

しと回答なしが一緒っていうのも、うーんと思っちゃったりしたんですよね。

だから、できればやっぱり、潜在的な、今、きらりあにもかよってない。もしくはほかの、なんら

かの形のものにかよってない方たちも含めて、一体どんなことが困っていて、市でつくれるものとし

てどんなものをほしいかと。

もちろん、先ほど委員がおっしゃってたように、個別に全然みんな違うとは思うんですけれど、そ

の中で、ある程度のものを、たとえばそこになんらかの制度を入れていけるのか。制度で補っていけ

るのか。そういったものにすると、本来の、その大事なものが守れる形のものになるんじゃないかな

っていう気はするんですけれど。この、アンケートからは、どんなものができるかとか、どんなもの

が必要かっていうことが、まだはっきり見えてこないので。

リーダー：なんか、それについてのコメント、事務局のほうでありますか。はい、じゃあ、事務局よろしい
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でしょうか。

事務局：障がい事業課です。こちらのアンケートなんですが、来年行うアンケートのためのアンケートとし

て作成させていただきました。それで、皆様のご意見を参考に、より、ニーズをとらえやすいアンケ

ートにさせていきたいと思いますので、ご意見のほうちょうだいして、よりよいアンケートにしたい

と思っておりますので、よろしくお願いいたします。以上です。

リーダー：今のダイムケアさんの質問の中で、どんなものつくろうとしてるのかっていう質問が、ちょっと

あったような気がするんですけど、それについては、お答えいただけますか。特にそういうことでア

ンケートとってるわけじゃないと理解していいんですよね。そうですよね、現状ではきっと。なんか

をつくりたいためのアンケートの項目。将来的にそうなれば、おっしゃったようなアンケートを、ご

提案いただいてることを加味してつくっていただくっていうことでよろしいですかね、はい。

あいらんどさん、どうぞ。

ＮＰＯ法人あいらんど：はい、あいらんどでございます、こんにちは。コスモさんのお話しをうかがって、

グループホームの現状っていうのを、ちょっと。私どものグループホームは、まあ、昔でいうケアホ

ームを兼ねているので、お風呂の問題だったり、服薬が問題だったり、夜中の見守りだったりしてま

す。なので、利用者さん１人１人違うので、それぞれの対応を、夜中もする。あとは、出かけるとき、

帰ってきたとき。全部みんなそれぞれ違うので、それぞれスタッフ手分けして、一気に４人にスタッ

フが入るとか、そういうことではなくて、ご飯召しあがる前にお薬飲む人。あとは、召しあがったあ

とに飲む人。あとは寝る前に飲む人。あとは違う薬が必要な人、湿布が必要な人、みんな４人分全部

リスト出して、全部やっています。夜中も、一応、夜間支援体制、１とか２とかあるじゃないですか。

それで、ちょっと夜勤扱いではないんですけれども、それは事業所サイドの話なんですけど、夜は一

応、同じ屋根の下で、同じ空間で、こうやって抱っこして寝てるわけではないですけれども、同じ空

間で寝ているので、何回トイレで起きたとか、お部屋で物音がしたとかは全部わかります。なので、

朝、寝不足ですけれども、ちゃんと、夜は見守りしてますし、あと、なんだろう、トイレ何回起きた

かっていうのも、ついつい記録してしまったりとか、なんでこんなにトイレ行ったんだろうとか、そ

ういうときに昼間の事業所の情報、あとは、ご家族の、いろいろ持ってる情報いただいたりして、な

んだろう、安心して住めるような対策は常にやってますね。

だから、私が思うに、これからつくるグループホームは、そういうことも踏まえたグループホーム

があるので、たまたま私のところは女性４人だけなので、また、あんまり中身を言ってしまうとプラ

イバシーになっちゃうんですけれども、ほんとに、ほんとに４人４通りで、大丈夫だなと思ってて、

あっと転んでしまったり、そうすると通院が発生したり。あと、ご家族の人と相談が必要だったり、

昼間の事業所さんと相談が必要だったり。通院っていうと１回じゃ絶対終わんないので、次の通院は

どうしようとか、予約はどうしようとか、ヘルパーさんと連絡とったり、限りなく大変です。でも、

利用者さんは、たぶん安心して、ご家族も安心してくださってるんじゃないかなと思います。はい、

参考例です。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：はい。

リーダー：はい、どうもありがとうございました。あと、はい。自閉症協会さん、お願いいたします。

浦安市自閉症協会：はい、自閉症協会です。先ほどお話しあったんですけど、これは、アンケートのための

アンケートっていうことは、次にアンケートは全世帯に配られるということなんですよね。それで、

やっぱり私、このアンケートを見てて、まあ、今すぐ、なんかこう、使えるものないなと、ちょっと

思いながら見てたんですけど、やっぱり一番、うんと、思いが伝わってくるっていうか、わかるのっ

て、記述の部分だと思うんですよね。
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なんで、アンケートつくるときに、たぶん、答える人は、うんと、選んで丸つけるのが簡単かもし

れないですけど、ほんとに必要なものを、そこから読み取りたいなと思うとすると、記述がもうちょ

っと加わってるほうが、自由記述だけじゃなくて、もしかしたらわかりやすいのかなっていうふうに

思ったりもしました。

あともう１個、これ読んでて思ったんですけど、グループホームのことだけなんですよね。たとえ

ば、この中にいくつかあったのが、「施設はつくらないの？」っていうのがあって、たとえば、そう

いう要望があったら、浦安独自のものを考えていくのか、あとは、今、グループホームって言われて

て、障がいがある人は、どの人もこの人もみたいになってますけど、障がいによってはとか、あと、

その人の生き方によっては、グループホームに限らず、一般の住宅で、でも、全くの１人暮らしはち

ょっと厳しいから、サポート受けたいとか、そういうのもあると思うんですよね。

だから、そういうニーズが出たら、またそれも同時に考えていくのか、それはそれで置いといて、

グループホームのことだけをやっていって、あとでやるのか、そこをどうなのかなって、ちょっと今

思ったんですけど。答えられる範囲でお願いします。

リーダー：はい。では、事務局、よろしくお願いします。

事務局：今回は、試行的にアンケート調査実施したわけなんですけれども。その中で、暮らしの一例として、

グループホームと、それ以外の緊急時支援事業についてのアンケートをやろうということになりまし

た。もちろん、１人暮らしをしたい方もいらっしゃれば、ご家族の方と一緒に今後とも生活していき

たいという方もいらっしゃるので、それは、もちろん、全体的にどうしていくのかっていうのは、あ

わせて私たちも考えますし、委員の皆様からも、いろいろなご意見をいただきながら検討していくと

いうふうには考えています。

リーダー：よろしいですか。

浦安市自閉症協会：はい、大体。

リーダー：大丈夫ですか。はい。あと、ご意見・ご質問ありますか。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：はい。

リーダー：はい、よろしくお願いいたします。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：私ごとなんですけどね、家の近くに普通のアパートがありまして、

そこに、障がい者の人が住んでるんですね。それで、ちょっと、障がい者には向かないなと思うよう

な階段とかがある、それから去年の正月の３日の日に、私たちの仲間の人が住んでるところの隣の人

が亡くなったんですね。その人は車椅子で、お正月だったもんで、お弁当屋さんがお休みとっちゃっ

て、４日の日に初めて、お弁当届けた人によって亡くなってることがわかって、ちょっと大変なこと

になったらしいんですよね。

グループホームではない、普通の民間のアパートで、そういう障がい者が住んでいるところがある

んですね。すごく、こう、階段が急なとこで、よくこんなところへ住んだよね、って言ったら、いや、

ここはね、市役所に相談に行ったら、ここが空いてるって言ったからここに住んでるんだけど、階段

が危ないから、市のそういうところに行きたいと思うんだけど、なんか、もう交渉しても駄目で、な

んていうことがあるんですね。

だから、グループホームっていうよりも、民間のところにいる障がい者にも、ちゃんと、それがア

ンケートってことで、全体でやるって聞いたんで、まあ、そういう人に、こういうことがあるよって

ことを、ちょっと教えてやりたいなって、私はそう思ってるんですけどね。

やっぱり体が不自由な人で、２か月ぐらい前かな、心筋梗塞で倒れたときに、緊急用の、一応市か

ら借りたんで、そこを、ボタンを押したのは自分で覚えてるんだけど、気がついたら病院にいたって
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いうんですね。じゃあ、誰が気がついたのっていったら、あくる日デイサービスに行くことになって

たんで、そのデイサービスの人がたまたまそこを通りかかって、ちょっと挨拶で、なんて来たとき、

なんか倒れてたとかで、それがなかったら自分は今頃いなくなっちゃってたんじゃないかって、そう

いうことがあったんですね。

でもって最近のことなんで、普通の一般のアパートで、そういう、１人暮らしで障がい者の人が住

んでるのも、ちょっと、把握がなかなかできないと思うんですね。今、浦安はみんなもうきれいにな

っちゃって、古いアパートってなかなかないもんですからね。だから、そういう人のところにもアン

ケートが行ってもらえればいいなと私は思ってるんですけどね。以上です。

リーダー：ありがとうございました。それは、そういうことでよろしくお願いします。あと、ご意見、ご質

問等ないでしょうか。はい、和洋女子大学さんからどうぞ。

和洋女子大学：すみません。和洋女子大学です。アンケート読ませていただきまして、これからの報告、議

題の中では、「報告します」というふうに書いてあるんですけども、先ほど事務局からのご説明で、

「来年本番のアンケートをするので、そのためのアンケートです」というお話しがあったと思います

が。

普通、こういうアンケートをとると、そこから、委員もおっしゃってましたけれども、どういう課

題が読み取れるのかっていうことを明らかにしないと、アンケートをとった意味っていうのがないっ

ていうことですので、やはり、これはこれで、一度、どういった課題が明らかになったのかっていう

整理をしておかないといけないのかなっていうふうに思います。いくつか読み取れるものもあるんだ

ろうなと思います。

それと、これもどなたかおっしゃってましたけれども、やっぱりグループホームなり施設なりって

いうのは、答える方の、たぶんイメージというものに引っ張られるので、グループホームでは無理っ

ていうふうな、あるいは、施設じゃないと駄目っていうふうなところっていうのは、結局、当事者自

身にどんなサポートがいるのかっていうことが明らかになってないと、それが、グループホームでい

けるのかどうなのかっていうところが明らかになっていかない。あるいは、グループホームにどんな

機能をつけていかないと駄目なのかっていうことが明らかになっていかないのではないかというふ

うに思いますので、とにかく、どんなサポートが必要なのかっていう点で聞いていかないと、ほんと

のところがわかっていかないのかなっていうふうに思います。

それと、障害者総合支援法、３年後の見直しについては、まあ、報告書の案が出たところでありま

す。その中でもグループホームについては、より重度者に対した対応というのをしていかなきゃいけ

ないっていうふうになっていまして。むしろ、軽度者については、１人暮らしでも対応できるような

方法、定期巡回、随時対応型のサービスを、ある年創設するというふうなところが出ております。そ

ういったところも踏まえて、今後はつくっていかないといけないのかなというところがあると思いま

す。以上です。

リーダー：はい、今の、和洋女子大学さんのことで、このアンケートから見えてくるもの、読み取ったもの

みたいものの、なんか事務局のご意見等ございますか。

事務局：そうですね、まず、和洋女子大学さんのほうからお話しあったように、将来の、どういうものがあ

ったらとか、どういう暮らしがあればというところで、一応、８ページ目の図表 17 のところで、事

務局のほうで想定している項目について回答はしてもらったんですけど、もうちょっとここの部分も

ですね、本番のアンケート調査を実施する中で、いろんな方を想定して検討していきたいというふう

に考えています。

それと、自由記述のところにもですね、ちょっとニーズとして、やっぱり重度の障がいがある方の
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住まいの場っていうところのご意見が比較的出ていますので、今後、整理していく中でですね、こう

いうのも念頭にですね、計画のほう、作成していきたいというふうには考えております。以上です。

リーダー：大丈夫ですか？

和洋女子大学：はい。

リーダー：はい。そのほかご意見、ご質問のある方いらっしゃいますか。ともさん、ありますか。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：はい、パーソナル・アシスタンスともです。先ほど手を挙げ

たのは、和洋女子大学さんと同じことが２つ入っていました。

１つは、アンケートのアンケートっていうことであったときの、このアンケートをとって、どうい

うふうに改善したいとか、こういうことが気になったし、こんなふうにしたいっていう浦安市のご意

向があれば教えていただきたいのが１点。それから、このアンケート自体の、まあ、同じですけど、

総括というか、分析結果をお持ちでしたら、それをうかがいたいっていうことがもう１点。

それからもう一つは、私も、今後アンケートをされるときに、ほんとに、ま、年代にもよるのかも

しれませんけれど、グループホームが何でとか、入所施設が何でとか、ご存知がない保護者の方もい

らっしゃるっていうふうに、相談をやっていて考えています。なので、グループホームですかとか何

ですかっていう暮らし方っていうのは、１点とってたと思うんですね、たぶん７ページに将来の暮ら

しの内訳っていうふうに、とっていただいていますけれども、どんな暮らしをしたくって、その暮ら

しをするために、どんな支援が必要でっていう、もう少し踏み込んだような具体的な聞き方をしてい

ただかないと、なんかグループホームは、自分の思ってるグループホーム、自分の思ってる入所施設

っていう、単一的な答えになってしまって、最初の調査の目的に書かれている、浦安市が 100 名計

画しているから、政策を策定するにあたっての答えがちょっと出づらいんじゃないかなっていうふう

に思いましたので、その３点を質問というか、意見と質問です。

リーダー：はい、それに対してお答えになりますか。

事務局：アンケート調査の項目とか、聞き方については、今、各委員の方からですね、お話しいただいたよ

うに、今後参考にして、来年度実施に向けて検討していく課題というふうには考えてます。あと、な

んでしたっけ、ごめんなさい。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスと：分析結果。

事務局：分析結果については、先ほどもちょっと重複してしまうんですけれども、やはり、重度の障がいの

ある方の住まいの場であったりとか、あと、８ページ目の図表 17 にもあります通り、たとえば、先

ほども、ほかの委員の方からもお話しがあったかなと思って、緊急時の対応であるとか、健康管理の

部分、医療的ケア等々ですね、そういう部分についてもですね、やはり、将来の暮らしをする上で、

フォローが必要だよというような結果が出てますので、こういうのも踏まえて今後このような項目に

ついては、一生懸命分析して検討していきたいというふうには考えております。以上です。

リーダー：よろしいですか、はい。

事務局：それで、あともう１点。ちょっと、お知らせにはなるんですけれども。今回はグループホームのお

話しが出ましたので、実は、来年の１月 22 日の金曜日、10 時から 11 時半ぐらいの時間、まあ、１

時間半か２時間ぐらいの間にですね、お時間とらさせていただいて、場所がですね、文化会館の大会

議室で、要は、グループホームってどんなものだろうっていうことで、市側から、グループホームの

内容とか、今現状の整備状況、あと、今後の整備計画。あと、市内にグループホームを整備している

事業者さん複数集まっていただいて、各事業者さんからですね、こういうような特色、こういうよう

な理念のもと、グループホームを設置してますよ、運営してますよというようなものを、市民向けを

対象として、説明会のほうを検討しております。また、チラシ等ですね、ご案内ができましたら、各
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事業者さんであるとか、市ホームページ等通してですね、周知のほうを図っていきたいと思います。

そこで、いろいろなニーズなんかもですね、聞いていこうかなというふうには考えております。以上

です。

リーダー：１月 22 日の 10 時から 11 時半、文化会館の大会議室３階ですね。そこで説明会を行う。そこで

先ほどコスモさん等々が言われたようなご質問を、各グループホームにぶつけてみたり、また、あい

らんどさんとこは、今そういうこと対応してるっていうことなど、全員に聞くと思うんですけども、

一応いろいろ話しをされたらいかがでしょうか。

それで、グループホームを運営してる法人が一番頭を抱えるのは、自分のとこで場所は確保したけ

ど、なかなか入らないっていうのが結構、事業所としては悩みなんですね。それで、今回事業者が、

説明会したいっていうのは、たとえば４月１日から入居希望の方ってなことで、いろいろ打ち合わせ

さしてもらって、「私は、４月１日から入るわ」というと、事業者は整備にかかれるんですね。とこ

ろが、いつも事業者は先行して場所をつくったけど、半年間空いてるとかね。ね、あいらんどさんね。

家賃が半年間自己負担になると、真っ赤っかとかですね。そういうのもあるので、今回、市のほうも、

グループホームの増加によって、１人ずつに助成金をつけてくれるって制度に変えてくれたので。今

までは４人いっぺんですよっていう助成金だったんです。ですから、４人の場所を確保して、たとえ

ば２人迎え入れると、２人の部屋が空いちゃうって状況が続いて、大変苦労してたんですね。

それで、法人も、募集するつてがあんまりないんだよね。「入りませんか」っていうことを、どこ

に PR していいかってことも、つてもなくて困ったことがあったので、今回、市のほうでそういった

場所をつくってくれるっていうので、フレンズさんと、あいらんど、タオさんと３つの事業所が出て

いって、ほかに、４月からやりたいとこがあれば、参加されて、説明会やって、そこで皆さんからの

要望を見せるのはよろしいかと思いますので、ぜひ、まあ、体験の話もありましたが、そういうのも

各事業所は実はやってるんですけど、なかなか PR する方法が見つからないので、ぜひ、よかったら

お越しいただいて、質疑をしていただければと思います。

あと、ご質問、ご意見等、はい。サブリーダーどうぞ。

社会福祉法人敬心福祉会：敬心福祉会です。まず１つ目、この調査結果は、私どもの施設をやっていただい

たんですので、利用者さんには調査結果を返していただきたいなと思います。先ほど分析までは必要

はないって、あの、できないと思いますので、単純な結果で結構だと思います。

それで、ちょっと、さっきダイムケアさんからの質問のとこで、３ページの障害程度区分支援とい

うとこで、これ、１、７、８で、16、36、足すと 51 ですね、まず回答なしの前は。回答なしが 50

というのは、これはどういう意味なのかなと。28 なんですかね、おそらく。

気になるのが、私もこれ、実は毎年２回は必ず利用者調査をしているものですから、そういう数が

合ってないところがありました。たとえば６ページの、下のほうが、これが、６、８、２、72 です

ね。おそらく無回答が、７つあるんだと思います。必ずこれは合わせたほうがいいと思うんですね。

９ページには回答なしがあるのに、８ページの上には、ここも合ってないんですね、数字が。無回答

がおそらく５、アンケートは、79 で必ず合わせたほうがいいと思います。

それから、まあ、ページの関係もあるんだと思うんですけども、ページの関係というか、回答を返

すときに、同じようなフリーアンサーを、私もいつもまとめさせてもらっております。「こういうご

意見が何件かありました」ということで、それでも構わないと思いますんで、その辺は留めていただ

ければと思います。以上です。

リーダー：それは事務局のほうで編集していただいて、よろしくお願いいたします。あと、ご意見・ご質問

がある方いらっしゃいますか。じゃあ、時間配分のことで申し訳ないんですが、あとでまた、戻って
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も結構ですので、議題２のほうへ移らさせてもらいます。

議題２は、人材不足（ヘルパー）と処遇の改善についての議題でございますが、議題２は、26 年・

27 年のアンケートの結果をもとにして、事務局が提案をさせていただきますっていうふうに書いて

ありますけども、それの説明を事務局のほうから、よろしくお願いいたします。

事務局：では、議題２の、資料２でご説明させていただきます。人材不足（ヘルパー）の処遇の改善につい

てということで、こちらについては、昨年度からですね、継続的に協議を続けてきた内容です。こち

らの部会の中では、昨年度なんかは、ヘルパーの賃金が安いんではないかっていう問題点で、提起で

あるとか、あと、事業所の人材育成も大事だよね。まあ、それだけではないんですが、このような意

見が数多く出たかなと思います。

それを踏まえてですね、じゃあ、実態は、市内での居宅介護支援事業所で働くヘルパーさんは、ど

う思われてるのかな、どう感じられてるのかなというところで、前回ですね、アンケート調査を実施

したものをですね、こちらの部会で提示のほうをさせていただいたということです。

それで、前回、お話しさせていただいたんですけれども、まず、賃金の問題に関わる部分なんです

けれども、国のほうでもですね、段階的に、報酬等を見直ししていってるところを、もう少しですね、

市のほうでも、その状況を確認した上で、検討していきたいっていうふうには考えております。

あと、事業所の人材育成を含めてですね、以前にですね、自立支援協議会、こちらの部会で出た意

見としてですね、こちら本日、資料にもあります通り、たとえば、上から３つ目、若い人が育ってい

ない、教育が必要である、３K という職場のイメージをいまだに拭えないのが現実である、であると

か、その下ですね、若いうちにもっと福祉を理解してもらう教育が必要であるとか、一番最後ですね。

大学では福祉学部がたくさんある。ところが福祉現場に勤める方は、３割から４割しかいない。その

他の人は一般の会社員になってしまう。また、その３割の人たちも現場から離れていく。夢を提供し

ていく必要がある。福祉のよいところを伝えていく必要があるというようなですね、こちらの部会で

も、こういうご意見が出たということです。

それで、来年度からですね、市が、まず取り組めることはなんだろうというふうに、内部で考えた

ときにですね、もっともっとですね、若い学生さんを含めですね、若い方たちに、もっと、福祉のこ

とを理解してもらうための働きかけ、できないだろうかっていうところをまず考えまして、実はです

ね、平成 27 年度の実績としてですね、東京学館浦安高等学校のほうにお邪魔させていただいて、う

らやすこころのバリアフリーハンドブックっていって、自立支援協議会、また別の部会でつくったハ

ンドブックなんですけれども、これって、要は、障がい者差別をですね、まあ、簡単に言うと、なく

すためのものではあるんですけれども、そういう、教材を使って実施したと。最近だと、10 月９日

に、高洲北小学校にお邪魔させていただいて、小学４年生を対象に、120 名の方ですね、講師として

は、千葉県の障がいがある人の相談に関する調整委員会の委員長である高梨先生を講師として、来て

いただきまして、障がいってなんだろうというところをですね、講義いただいたということです。

それ以外にですね、次のページになるんですけれども、こちらのこころのバリアフリーハンドブッ

クを使ってですね、平成 27 年度については、まず、北部小を皮切りに、東京学館浦安、あと最近だ

と、11 月にですね、日の出小なんかもですね、お邪魔させていただいて、このようにバリアフリー

ハンドブックを配布しました。それで、27 年度の今の実績としては 1820、ハンドブックを配布して、

周知を図ったということです。

それ以外に、社協さんのですね、ボランティア講座の一環として、福祉教育なんかを進めていった

ということです。

まず、市役所にできることとしまして、ちょっと考えたんですけれども、平成 28 年度以降につい
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てはですね、介護等の職場についてですね、魅力ある職場だよということをですね、積極的に周知を

図っていきたいということで、今年度も実施してる、このような、学校におけるですね、福祉体験教

室を活用して、福祉は魅力ある職場であるというようなものをですね、周知を図っていきたいと。そ

れは、行政だけがやるのではなくてですね、もし可能であれば、その市内の、居宅介護事業所の若い

ヘルパーさんであるとか、施設なんかにお勤めされてる若い支援員さんであるとか、相談支援事業所

の若い相談員さんであるとか、と一緒にですね、学校を訪問させてもらって、周知を図っていきたい

なというふうに考えてます。

あとは、来年度からですね、差別解消法が施行されるにあたりですね、そのようなこともですね、

わかりやすい形で、お子様なんかにですね、説明会、まあ、周知なんかを図っていきたいというふう

には考えています。以上です。

リーダー：はい。ありがとうございました。この資料１、議題２の資料１っていうのは、なんか説明してお

く必要ありますか。

事務局：そうですね、こちらですね、厚生労働省のほうで、人材不足等における人材確保育成対策推進会議

の資料の一部ということで、このように、今、国のほうでは、複合的にですね、政策のほう、事業の

ほうを進めないと、なかなか人材確保ができないよということで、参考までの資料になります。これ、

前々回にもちょっと、お示しした資料になるかなと思います。こちらも、参考までにということです。

リーダー：はい。ありがとうございました。和洋女子大学さんは、なんかこの辺で、情報として申し上げる

ことありますか。

和洋女子大学：資料１に関しては、ちょっとすみません。僕も、初見っていうことですけれども。まあ、こ

れ、ハローワークでやりましょうとか、ちょっとこう、全体的な話かなと思って。

むしろ、資料の２のほうにございます、ヘルパーでやっぱり、１人１人の密室の支援になってしま

うっていうのは心配ですとか、そういった意味で、なかなかこう、人材育成ができないっていうふう

な点のほうが、ちょっと、課題があって。それで、先ほど言った、その３年後見直しの話の中に、や

っぱり OJT っていうんですかね、それと、訪問系のサービスについても、オン・ザ・ジョブ・トレ

ーニングっていうところを評価していかなきゃいけないねっていう話が出てましたので、そういった

ところ、今後、よくなってくるんじゃないかなと、改善されていくんじゃないかなということを思っ

てます。

リーダー：今の、事務局のほうの説明にご質問なりご意見ある方はいますか。はい、ダイムケアさん。

株式会社ダイム：ダイムケアです。今、若いの三連ちゃんだったんですけれど、若くなくても、伝えられる

と思うので。というのは、思ったんですけど、ちょっと難しい、無理があるのかなと私は思うのは、

１つには、去っていく人を追っかけても無理なんですよ。というのは、残ってる人にはなんで残って

る、「なんで、あんな大変なのにやってるの」っていう話を聞いたほうが、なぜ、ここに私たちがい

るかっていう理由がね、はっきりわかるんですよね。

基本みんな、好きでやってるんですよ。なんで好きなのっていうと、やっぱり、お仕事なんだけど、

やって「ありがとう」って言われると、なんかすごく人の役に立った気がしてうれしいとか、自分が、

こう、幸せな気持ちになるとかっていうことだと思うのね。

それでいくと、若い人のフレッシュな意見は、そのフレッシュな感覚のね、それはそれで全然、絶

対ありだと思いますよ。それは全然、否定しないけれど、若くなくても、いろんな話しはできたりす

ると思うので、そういう意見も、現場で、お子さんたちなり、学生さんたちなりを相手にお話しする

ときに、残ってる人はなぜ残ってるんだろうって、その去っていく人はね、いろんな理由があるけど、

最終的には、去っていくほうが残る気持ちより強いから行っちゃうんですよ。



14

それって、実はね、追っかけても私は無理だと思っていて。というのは、やりたくない人にやらせ

る仕事ではない。それはとっても失礼なことだと思うので、やっぱり、やりたい人だけが、なぜやり

たいかでやってると思うんですよね。

給料だけじゃないっていうのが、やっぱり、これだけ給料安いって言われてて、職場にみんな残っ

てる人たちなので。みんな定年で辞めちゃうような人たちが残ってたりするのが、この職場なんです

よね。そういう人たちからの話っていうのは、それは、すごいと思います。

だから、なんで残ってるのって、なんでやってるっていうのは、そういう人たちの話しを聞いて、

きっと、やっぱり、なんだかんだ、すごい、こう、使命感なり、やりがいなりを感じてると思うので、

お子さん相手だとしても、そういう話しがきっとできると思うので、若い人だけじゃなくてもいいか

なと思いました。

リーダー：はい。ほかにご質問とか、今の件は特にそれでよろしいんですかね。ご意見として承るというこ

とでよろしいですか。はい。なゆたさん、お願いします。

社会福祉法人なゆた：社会福祉法人なゆたと申します。こういうふうに、事務局の方が話されてたように学

校に説明に行くのも、とてもすごくいいと思うんですけども。

中学とか職場体験とかで、いろんな、浦安市の事業所というか、普通の会社に、職場に、健常児の

方とか、いろいろ行かれてると思うんですけども。こういう福祉の事業所にも、そういう職場体験と

して来てもらうっていうのが、実際、一緒に触れてもらうっていうのがいいと思うんですね。

夏休みの夏ボラでも、中学生の方、すごく来ていただいて、実際に、放課後デイの利用者の方と一

緒に遊んでもらうところで、すごく楽しく、遊んでいるっていうところで、やっぱり、若い、さっき

も、若くない人でもいいっておっしゃいましたけど、若い人ほど、なんかこう、入っていきやすいっ

ていうか、とても、こう、なんかそこに、楽しかったっていう記憶が残って、そういう福祉のほうに

入ってきてくれる方もいらっしゃるかなって思うんですね。

今回、明海中学の支援級の方が、なゆたに職場実習っていう形で来られたときに、その学校の先生

方に、「健常児の方も、職場体験どうですか」って話しをさせていただいたときに、「ああ、すごくい

いことですね」っておっしゃっていたので、そういう市内の中学の職場体験を事業所の方が迎え入れ

るのは大変だと思うんですけど、実際、利用者さんがいろんなお仕事をしてたり、日中の場所では、

こういうふうに遊んでたりとか、そういうのを見ていただくのが、やっぱり私は一番いいと思うんで

すね。ただ、話しだけ聞いても、たぶんわからないと思います。はい。以上です。

リーダー：はい。ありがとうございました。ほかにご意見。はい、あいらんどさん、お願いします。

ＮＰＯ法人あいらんど：はい。たびたびすみません。今、なゆたさんおっしゃってたように、うちもずいぶ

ん前から、入船中さん、あとは、国分小さん、大体、毎年毎年、１年間まんべんなく職場実習だった

り、あとは、特別支援学級の利用者さんだったり、あとは、一般的な、５年生、６年生の、なんでし

たっけ、生活科っていう科目があるんですかね、あちらで職場体験っていうので、しょっちゅういら

っしゃいますね。

それで、そういうところにスタッフが取られるっていうことを、ちょっと負担に思っていたんです

けれども、こういう話しが出たということで、やっぱり小さいうちから、近場に障がいのある人がい

るっていう生活とか、あとは、そういう事業所に行ったっていう経験は絶対忘れないと思うんですよ

ね。だから、障がいのある人、特別な目で見るんではなくて、自分の周りにもいっぱいいるんだよっ

て。そういう人たちがいて、当代島公民館なんかも普通に１階で、うちの利用者さんたちが働いてい

るので、そこで職場体験をして、直接触れ合って理解していくみたいなところが。それで、町で会っ

ても、「あ、こないだ行った、あいらんどの人だ」とかね、寄ってきてくれたりするっていうのも一



15

つの方法かと思ったりします。

あと、グループホームの中で、さっき入浴介助の話しをちょっとしたんですけれども、結構、有資

格者のほうで入浴介助はしてるんですけど、ま、若いけれども資格を持っていて、「入浴介助まで実

はやったことないんです」みたいなスタッフに、ちょっと先々月あたりからトライしてもらっていた

ら、非常に喜ぶっていうか、自分の中ですごくきつくて大変だと思ってたのが、とっても楽しいって。

それで利用者さんがすごく喜ぶっていうのを、なんかこう、満足げに、「次回から○○さんのときは

私入ります」みたいな。やっぱりそういう答えが返ってくると、ああ、振ってよかった。もし、入浴

介助頼んで辞められたらどうしようみたいなのがあったんですけど、それはそれで一つの収穫だった

ので。

目に見えない部分で無理だとか、あとは、いいんじゃないかとか、悪いんじゃないかとか、そうい

うことはちょっと決めずに、どんどんどんどん現場に、やっぱり入り込んで体験してもらったほうが、

学生さんもしかり、あとは、実は資格持ってるけど、全然資格を発揮してないっていう人も結構いる

ので、どんどん現場に来てもらったらいいかなって、ちょっと思いました。はい、以上です。

リーダー：はい、ありがとうございました。そのほか、ご意見とかご質問とかないですか。はい、ともさん

どうぞ。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：はい、パーソナル・アシスタンスともです。ここ数年来、人

材不足っていうテーマは地域生活支援部会で取り上げてることで、まあ、２年で委員さんたちも大部

分が入れかわるので、なかなか、こう、議論の継続っていうのが難しいんだなっていうふうに感じて

いるわけなんですけれど。

今、事業課さんのほうからご提案いただいたことっていうのは、もちろん、ほんとに必要なことで

しょうし、行政としてできることとしてご提案していただいたことは、よかったなっていうふうに思

っています。

ただ、ヘルパーに限ってのアンケートを昨年とったと思うんですけれども、去年のデータを私、今

日、手元に持ってきたんですけれども、事業所のアンケートの中で、はっきりしてきたところが、一

つは、医療的なケアの必要な人。それから、行動援護類型の、いわゆる強度行動障がいがあったり、

なんらかのこだわりがあったりっていうこと。それから夜間、早朝、深夜のケアの部分っていうとこ

ろが、担い手が少ないねっていう話が絞り込まれたんです。

それで、医療的なケアについては、喀痰研修とかの費用の助成や人件費の助成をしようということ

で、浦安市が今年、１事業所２名まで、そういう制度をつくっていただいたと思います。

ですけれども、今、のぼっているところは、夜間、早朝、深夜、それから、土曜日、日曜日、祝日

の担い手がいないっていうところで、それは移動支援の、たとえば障がいのある人たちが土日出かけ

たいって言っても移動支援のヘルパーさんがいないっていうか、なかなか確保できないとか、泊まり

の、深夜帯の業務をしてくれる人がいないとか、働きに行ける障がい者なんだけれども、朝の身支度

のために早朝に来てくれる人の確保ができないとか、あとは、当然、医療的なケアは別に同じ単価だ

ったら、わざわざ医療的なケアをやるのはリスクだしっていうところで、人がいないっていう、そう

いう、わりとこう、焦点が絞り込めてたんですね。

なので、そこに対してどうしていくのかっていうところを、一つ踏み込んでいかなきゃいけないの

かなって思いますし、昨年度の、単価の報酬の見直しっていうところまでは、まあ、議論は進んでた

のかなと思うので、その点についても、少し話しを進めていっていただきたいと思うんです。

というのは、実際に相談のほう、まあ、今は相談の所長は交替しましたけれども、やっていますと、

１人の生活を支えるのに家族がいても、７社ヘルパーの事業所を入れてるんですね。そうすると、そ
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の７社に全部電話かけまくって調整してって、もう、すごい大変な暮らしをしてる方もいます。それ

から、まあ、そうですね。あとは、ヘルパーがやっぱり辞めてしまうので、何社も掛け持ちしながら、

ほんと、自分で電話を泣きながらかけてるとかいう方もいらっしゃいます。

なので、その現実の重さっていうのが一つあり、これは、ある地域の相談員から先日聞いた話なん

ですけれども、自分は１人暮らしをしようと思うので、練習をしたいから、家族が１週間不在の間に

いつものヘルパー、プラス、家事援助のヘルパーさんも入れて、ほんとに１人暮らしができるかどう

かやってみたいっていうふうになり、相談支援専門員に計画に落としてもらって、それを持って市役

所に行きました。そうしたら、「練習する人が使っちゃうと、今、こんだけヘルパー不足だって言わ

れているから、中立公平性が取れないので、自立の練習ってことでヘルパーを使うことはできません」

っていうふうに、まあ、断られてしまったと。それで、それを相談に基幹に来てくれたわけじゃない

んですけど、別件のときにそういう話しが出て、「ほんとにヘルパーさんたちいないの、どうしたら

いいんでしょうか」とか、「ヘルパーさんがいないっていうことも行政の方もわかってるからこそ、

支給とつながらないんだとしたら、それも問題ですよね」って話しが出てきている現実があります。

たぶん、この自立支援協議会の中では、上がってこなかったり見えなかったり、すごく支援が届き

づらかったりする人のことも、みんなで考えなきゃいけないんだとすれば、もうちょっと踏み込んだ、

その、支援の必要性みたいなところももう一度、このメンバーというか、今年度、まあ、お母様たち

も多いので、共有できたらいいのかなっていうふうに、ちょっと思っています。

リーダー：はい、今の、後ほど事務局のほうで見解いただきたいんですが、サブリーダーからも手が挙がっ

てたんで、先に。

社会福祉法人敬心福祉会：敬心福祉会です。すみません、先ほどの体験実習の件なんですけども、私のとこ

も受けてます。ただ、少ないんです。それ自体が、おそらく希望制だと思うんですよね。「どういう

職場体験したいですか、手を挙げてください」。先月の終わりには中学生が３名来まして、ここ年々、

なんか少ないんですね。

それで、ハードルが高すぎるんではないかなと思って。先ほどありました、市からの説明会があっ

て、それから見学に結びつけて、体験に持ってこれたらいいんじゃないのかなと思います。いつも、

ちょっと実習生を受けてて、まあ、手を取られる、ほんとに大変なんです、中学３年生、何するかわ

からない中学生ですけども。まあ、みんな、その、優秀な方ばっかりじゃないもんですから、目も離

せないってことあるんですけども。ちょっと段階を踏んで広げていかないと、やっぱりなかなか、施

設には来てもらえないなっていうのがあって。何回かの、こう、ステップを踏みながら、やっていっ

たほうがいいのかなとは、ほんとに、ヘルパーだけじゃないんで、施設の職員も不足はどこも同じな

んで、そういうふうにすそ野を広げてかないと、ちょっと人材って確保できていかないんだろうなと

いうふうに、ほんと思いますよね。

リーダー：はい、それでは、先ほどのともさんのご質問、それからご意見に対して、何かご意見ありますか。

はい。

事務局：今回、議題２のところは、来年度からすぐできる、市としての取り組みをご紹介させていただいた

ということです。あと、ちょっと同じ話しになってしまうんですけれども、国のほうでも、こういう

課題点があってということで、平成 27 年度に、福祉介護職員処遇改善加算っていうものをですね、

新設でつくったりとかっていうところがあったりとか、ま、地域加算がですね、全国的にも上がって

きてるっていうようなところもありまして、それで、もうちょっとですね、そこの部分は、どれぐら

い、たとえば事業者さんが、国からですね、大体、いくらぐらい入ってきて、支出がいくらぐらいな

っていうところをですね、もうちょっと検証しなくてはいけないかなっていうふうには考えてるんで
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すね。

なので、今、お話しいただいたことっていうのはすごく大事なことだと思いますので、また、リー

ダーのほうとですね、相談しながら、次回以降、どのような形に進めていくかっていうのは、ちょっ

と検討しようと思います。以上です。

リーダー：はい、今、なんていうか、委員の中で親御さんもいらっしゃる、そういう中で、行動援護、夜間、

早朝、祝日、土曜、日曜。深夜と夜間はどう違うんだっけ。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：夜間帯っていう意味で言いました。

リーダー：夜間帯っていう意味。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：あ、すみません、あの、一泊するみたいな。

リーダー：そういうとこの、要するに、利用がなかなかできないみたいなところのアンケートではあったと。

それのこう、実感とかご意見とか、あるいはちょっといろいろ聞かせていただければと。あと後ほど、

ラビットさんとかヤマダ介護さんにも、介護事業所としてのご意見をいただきたいと思いますので、

ちょっと、ご意見だけ。

それでは、委員の皆さんで、なんかこう、ヘルパーの利用勝手の悪さとか、なかなか、お願いして

もつかないとか、そういう声があればちょっと教えていただければと思いますけど。はい。コスモさ

んからよろしくお願いします。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：ヘルパーさんに関してなんですが、ちょっとこの議題と逸

れちゃうと思うんですが、うちもヘルパーさんを利用しているんですが、自立に向けてということは

やってはいない。予約を取るときに言ってはいないんですが、まあ、時間で予約を取って、ヘルパー

さんが来ていただいたときに、今日はこういうことをしてくださいとかっていうこと頼んでいるんで

すが。

親としては自立に向けて、ちょっとお料理の練習をしてもらいたいと思い、「料理を一緒につくっ

てください」とか、あと、片づけとかができないので、「一緒に子どもの部屋を片づけてください」

みたいなこと、具体的にお願いをしたりするんですが。

子どもが男の子なので、ヘルパーさんも当然、若い男性しか来ないんですね。そうすると、片づけ

に関しても、料理に関しても、子どもと程度の差がないぐらいの方で、もうほんとに、お料理も、ち

ょっと練習にはならなかったなみたいな感じだし、片づけに関しても、たとえば、ちょっとベテラン

の主婦ぐらいの女性の方が来てくだされば、ちょっとこう、一声かけてくださる、「こうしたら？」

みたいなことを言ってくださるだけでできるのに、横に黙ってついてるだけなので、どうしていいか

わからなくなって子どもがパニックを起こし、なんか、物を投げ捨てるみたいな感じになっちゃった

りとかするので。若い男の子には男性のヘルパーさんしかつかないのかなとかって思いながら、私も

そういうところ全然、確認したりとかしてないのが悪いんですが、若い男の子だからといって、男性

スタッフしかつけてもらえないのはどうなのかな。内容によっては、ベテランの、ちょっと年配のっ

ていうか女性が来て、家事援助とかしていただけるととてもいいなって思います。

あと、仕事で年間に何回か宿泊で出かけなきゃいけないときに、一時ケアセンターの予約を取るん

ですが、夏休みとかだと、もう、１か月前ぐらいで予約が取れなかったりしたことがあって、もうほ

んとに困っちゃった事態が起きて。やっぱりそこら辺をもうちょっと、手厚く制度ができるといいな

って思っています。

リーダー：はい、なんか、ほかにご意見ありますか。いいですか。後ほど、じゃあ、思いついたらまた言っ

てください。ラビットさん、今日はご発言ありませんので、何か一言、一声。

有限会社ラビット：はい、ケアラビット浦安センターと申します。
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すみません、今、お話しありました、ヘルパーの、この、しつけっていうところと、自立に向ける

というところ、これをヘルパーに求めていらっしゃるお母様方、結構多いんですね。ですが、ヘルパ

ーサイドから考えますと、その家庭でのしつけをヘルパーに向けられても困るという現場サイドの意

見もございます。

自立に向けて何かをさせるというところは、微妙なところがございますので、その辺はやっぱり、

ヘルパー事業所とご家族とで、よーく、すり合わせをした上での、実際のサービスを提供することが

よろしいのではないかと思います。

ここの資料の上のほうにもございますけれども、ヘルパーが離れていくという大きな要因の中には、

決してお金だけではなくて、ヘルパー等の介護職が入ったときには１人で判断しなくてはならないし、

なんかあったときも判断しなくてはならないというふうに、今のように、高齢者のサービス、入浴で

あったり、排せつの介助であったり、食事の介助であったりっていうふうに決まったことをさせてい

ただく分には、それほど重荷がなくて入っていけるかと思うんですけれども、そこに、障がいのある、

パニック障がいを起こすお子様をお預かりするときに、やはり１人で判断しなければならないとか、

そういう重責が非常にヘルパーにかかってくるんですね。そこで、ヘルパーサイドも人間ですので、

心が折れてしまって離職をしていくっていうケースが結構多いんですね。

ですから、やはり、ご家族と、ヘルパー事業所と、あるいは行政等、いろいろなところでその辺の

ところのすり合わせみたいな、一つは教育であったり、研修であったりっていうことも必要だろうと

思うんですけれども、そこら辺もお互いに譲歩しながら、とりあえず今の現実を許容していくという

ふうにして、妥協していただくしかないのかなとは思っております。以上です。

リーダー：はい。じゃあ、ヤマダ介護さん。ご意見、よろしいでしょうか。

合同会社ヤマダ介護：はい、合同会社ヤマダ介護です。

この議題２の資料を見させていただいたんですけど、人材不足と処遇の改善についてというところで、

ちょっと報告というか。あと、僕の会社まだ１年ぐらいしか経ってないんですけども、もともと僕が

会社を設立した理由に、そういう若い人で固めた、まあ、ヘルパー事業所ですか。を、つくりたいっ

ていう、ちょっと希望がありまして設立したんですけども。

若い人たちの意見も、ちょっと独自の調査でですね、集めているんですけれども。若い人で、結構

ヘルパーさんをやりたいという若い子、ま、10 代から 20 代の前半にかけての子たちで、結構いてで

すね。今、会社員とかをやってたりとか、飲食店に勤めてたりとか。そういうところで声かけると、

結構ヘルパーさんをやりたい、やってみたいっていう方、結構いるんですね。そして、僕の会社へ入

ってくれた方も、２、３名いて。だからもうちょっと、なんか、声のかけ方を、こう、工夫していく

と、若い人たちにもっとヘルパーさんやってもらえるのかなと思うし。

あとやっぱり辞めていく若い子たちもいまして。そういう子たちの意見としては、お金というより

も、やっぱりさっきダイムケアさんが言ってたように、まあ、仕事がきついとか。あとは、自分の思

った通りのお仕事ではなかったっていうことで、止めてもやっぱり、無駄は無駄ですね。

一応そういうところを皆さんで知っておいていただけると、やっぱりそういう介護の世界だけにと

らわれないで、いろんなところから、ね、福祉やりたいなっていう人を集められるんじゃないかなと

思いました。皆さんの意見お願いします。

リーダー：はい。あと、ソーシャルさん、お願いします。

社会福祉法人サンワーク：どうも、浦安市ソーシャルサポートセンターと申します。相談支援専門員をおこ

なってます。相談支援も３年ほどおこなってるんですが、最近すごく思うのは、現場のヘルパーさん

の大変さっていうのをすごく感じます。
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精神の方もいろんな方いらっしゃいまして、なんだろう。一緒に協力して、たとえば家事とかやる

という意気の高い人もいれば、まあ、そうではない方とかもいらっしゃって、その障がい特性ってい

うもので、その方の対応ってものすごく変わってくるんですけれども。ヘルパーさんっていうのは、

ヘルパー講座を受けていきなり現場に入っていくことに、すごい、もし私ヘルパーだったら絶対嫌だ

なとか思っちゃうんですけど、おうちの中に入っていく上に、その障がい特性っていうものもあまり

知らないですよね。それですごく困っちゃって、お母さん方と私たちにしてみれば、こうすればいい

んじゃないのっていうことも知らずに、現場に入るような形になることがすごく多いんじゃないかと

思っていて。

そういうところから相談支援専門員っていうのは、対象者のアセスメントをしっかりとって、「こ

ういうふうにおこなってください。こういうふうにしてったらいいと思います」っていう、その調査

をお伝えすることっていうのは、すごい大事だなっていうのを最近すごく感じています。

なので、そういうことがよくよくできたりなんかすると、たぶんヘルパーさんと現場が負担であっ

たり、こうなったときにどうしようって思ったときに、「あー、じゃあ、相談支援専門員さんに聞い

てみよう」って思える、こう、安心感とかも出てくると思うので、ちょっと相談支援専門員として、

みんな頑張りましょうよとかって最近は思っています。そしたらちょっとね、間に立って、こう、ヘ

ルパーさんの負担が減れば、離職も少なくなっていくのかなと思います。

リーダー：はい。あと、なんかご意見、はい。ダイムケアさん、よろしくお願いします。

株式会社ダイム：ダイムケアです。前も１回話したことはあると思うんですけれど、最初にね、お仕事をま

ず受けますよね。そのときに、当然、どんなことしてほしいっていうのと、あと、どうできるってい

う、できることと、あとしてほしいことの、きちんと話しを聞いて、これは制度的には難しいんだと

か、これはいけちゃうとか、そういったことをきちんと話しをして。それで、最初にまず基本的には

その事業所で、サービス提供責任者が、「じゃ、この人は、誰々さんは、こんな形で、こんな形で、

こんな形で」って、タイムスケジュールをつくってね。それで、「これをやるのがあなたの役目です

よ」と言ってヘルパーを出すはずなんですよ。

それがおそらく、きちんとされていないというのが、今のヘルパーさんたちが、どうしても現場で

困ってしまうっていうことで。仮に困ったら、じゃあそれを持ち帰って、「いや、実はこうなんです」

と。

たとえば、一番いいのはリアルタイムで聞けること。事業所がきちんとそれを、サービス提供責任

者が話しを聞いて、「あ、じゃあ、これはお母さんと相談してから決めるから、今日はここにしとい

て」とか、「今日はこうしよう」とか。そういったことがきちんとできれば、ヘルパーさんは現場で

困ることはないんですね。

だから、まず最初に、何をしてほしいということと、何ができるということをきちんと話しをした

上で、ヘルパーさんに「今日のあなたの使命はこれだから」ということで飛ばしているかということ。

私が見ていると、どっちかっていうとなんかみんな、その飛ばされた先で、考えたりとか、かぶって

くるものを、その場でなんかしなくちゃいけないって悩むと、そういう話しがきっと出てきてると思

うんですよ。

でも、基本的には、最初に聞いた時点できちんと話しが、何をできて、何ができなくって、今日の

オーダーは何でっていうことがわかって本来は飛ぶべきなので、そういったことをきちんとすれば、

ヘルパーが現場で困るってことも基本的にはないと思ってます。

というのは、うちの事業所は本当にリアルタイムでなるべく報告あげてきて、オーダー通りでない

ということがあったときには、そのときに必ず返事をするようにしてます。あとは、それを繰り返す
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ことによって、私がどう言うかということをヘルパーも理解し、もし連絡とれなくっても、私だった

らどう言うだろうかということを考えた上で、こう、ヘルパーが動いている。

そういった形で、人材育成っていうと非常に、なんかこうさらっとした言葉なんですけれども、人

を育てることの大変さっていうのはすごくあると。ヘルパーを辞めさせない。それは、やりたくない

人をやらせるっていうことではなくて、やりたくって入ってきたんだから、やりたかったことをまっ

とうさせてあげるための事業所が、その社会に出てきた人間を挫折させない努力をするというのは、

事業所の側に非常に求められることだと思います。

だから、辞めさせてしまわない。どうしてつまずいたっていうことをきちんと聞いてあげて、それ

はたとえば、あの人ができるのにこの人ができない、どうしてだと思うとかっていうことで、本当に

育てていく努力っていうのが、まずその人を辞めさせない。そういう努力がきっと必要なんだと思う

し。

ご希望を、たとえば、女の人もね、ちょっと年配の人のほうが、こうやって言ってもらったほうが

いいですよっていう話しを事業所に伝えて、事業所にそういうプランを立ててもらって。基本的には

今のその制度でいくと、オーダーを受ける。契約をします。それで内容を聞いて、それについて、じ

ゃあ、「おたくについてはこういったサービスをします」とサービス計画をつくって、利用者さんに

提示する。そして、ハンコを押してもらう。その書類をお互いが持っていて、それでそのサービスが

行われるというのが原則というか。そうしないと、監査で怒られるんですよ。その中でやっていくこ

とであれば、そんなにいろんなことが、違うとか、思ってたようじゃなかったとかっていうことは、

きっと起こらないのかなと。

っていうのは、このサービスは、こうやってやってもらうということを、お互いがわかった上でや

っているから。だから、それでやってみたものの、ちょっと違ったとか、思ったようじゃなかったと

か。そしたらそれはそれでまた、事業所に、「ここはもう少し、実はこうしてもらいたい」。それでは

事業所が、「あ、できます」という場合と、「あ、それはごめんなさい。ちょっとできそうもない」と

いうことであれば、またそこで話しをしながら、次の段階に進んでいくというのが、今の制度の本来

の姿というか、本来今でも行われているはずのことなので、そういった形で、ヘルパーも辞めさせな

い。利用者さんたちも、思ったようなものが手に届かないのだったら、お金払うだけ馬鹿らしいので、

そうでないようなものにしていくっていうことを、きちんと現場が、その現場でやるべきことをやっ

ていけばいいのかなっていうのが、１つ。

２つ目が、先ほどもちょっと話しがどんどん飛んでってるような気がするんですけれど、ともさん

がおっしゃったのは、単価をなんらかの形で助成するものがあれば、夜間とか早朝の、その手薄な時

期に、なんとかなるんじゃないかということだったんでしょうかね。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：ま、それも１つあるでしょう、はい。

株式会社ダイム：とすると、実はその慢性的に、もう足りないのであれば、単価が上がろうが下がろうが、

人が、もう、いないんですよねっていうのがあって。だから、どれだけ、この先を育成していくかと

いう、ちょっと長期的な話と、あとは人を辞めさせない努力をみんながどれぐらいできるか。しっか

りした人材育成が必要と書いてあってるんですけど、この、しっかりとした人材育成っていうものに

ついて、事業所がどれほど努力ができるかっていうことで、慢性的な人材不足を、長期的な視点から

も、入ってきた人を辞めさせないということについてもね、改善できるのではないかと。本当に、人

を増やしていかないことには、単価上げようが下げようが、もしくは助成をもらおうがもらうまいが

状況は変わらない。人がいないということに関しては、単価上げたからヘルパーがどっと入ってくる

っていうことは、あり得ないと思いました。
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リーダー：はい。ちょっと時間もなくなってきたので、この議題２をちょっとまとめておきたいんですけど

も。ともさんの指摘の通り、まあ、過去数年にわたって、利用者からのアンケート、職員、ヘルパー

さんからのアンケート、事業所からのアンケートはとってですね。先ほど、和洋女子大学さんからも

あった通り、アンケートをとったら、なんらかの見解はやっぱり持つべきだっていうのは、私も賛成

でして。

この部会では、もう１回ありますから、さっき事務局から、リーダーとサブリーダーと相談をして、

まあ、具体的な何かが出るかどうかは別にしても、利用者からも足りないっていう声が事実だし、職

員からもいろんな意味で大変だっていう声も事実だし、事業所も運営上大変だっていう声も事実。事

実が３つか４つあるんだけど、ここでせっかくアンケートをとって、この会議でなんの見解もないっ

ていうことは、大変アンケートを出した方に失礼でありますから、ここは、事務局とリーダーとサブ

リーダーが預かってですね、次の２月の８日に予定されているので、１つの方向性、辞めさせないた

めの何かの方法ないかとか。さっき、医療も、喀痰吸収の各事業所に言えば OK だよって言ったけど、

前回の会議では、各事業所から、研修にでる方がいないのはなぜかっていうような、事務局からの、

こう、なんて言うかな、疑問符が投げられたりですね。結構ここはギャップがあるので、ここは１つ、

最後の部会になるかもしれませんが、ちゃんとした１つの見解出しときたい。

これは、リーダーとサブリーダーがちょっと預かって、皆さんにまた意見はもらいますし、今年度

はそれについて何か方針出すことはできないかもしれませんが、１つの方向性は出して、次の委員に

引き継ぎたいと思いますので、これはちょっと預からせていただきたいと思います。各、ご指摘あり

がとうございました。また、なんかこの件であったら、何回も言いますけど、時間があったら戻りま

すのでご質問等してください。

では議題３にいって、来年から施行ですかね、障害者差別解消法施行に向けての取り組みっていう

ことですが、事務局のほうから１つよろしくお願いします。

事務局：事務局障がい事業課です。着席して説明させていただきます。本日こちらの資料としましては、条

例の制定についてという資料１枚のみとなっておりますが、今年度かけて、どういった取り組みを差

別解消法の施行に向けて、市のほうでおこなってきたかを、ちょっと簡単に説明させていただきます。

まず、６月に、今、内閣府のモデル事業を昨年度・今年度と浦安市のほうでおこなっておりまして、

６月には第１回目のワーキンググループを開催してます。そして７・８・９・10・11 月と毎月１回

ずつ、千葉県のほうも同じく内閣府のモデル事業をおこなっていますことから、連携という一環で、

県のほうのモデル会議に、浦安市のほうも月１回参加をしてきました。

また７月には、庁内のすべての課に対して、アンケート調査を行いまして、どういった配慮がされ

ているかとか、また課題を含めたところでアンケートをとりました。

そのアンケート調査に基づき、８月にヒアリングを、これも全所属に対して行いました。そこで、

職員のほうから、アンケート調査に基づいて、今やっている配慮の例だったり、またこういうところ

に課題を感じるとか、法律が始まるとこういったところが心配であるといったような、生の声をやり

取りして聞かせていただきました。

そして、10 月には、ワーキンググループの第２回目を開催しまして、そして 11 月に、モデル会議

第１回目を先日開催いたしました。

もう、すでに終わってしまったんですが、12 月５日には、障がい者週間にあわせまして、この差

別解消法が始まることも市民の皆さんに広く周知をしたいということで、新浦安駅前でイベントを開

催しました。幸い天候にも恵まれまして、多くの人にご参加いただきました。ご協力いただきました

方には感謝申し上げます。
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こうして取り組みを進める中で、来年の施行に向けて、市全体での施策の方向として、やはり、こ

の、障がいを理由とする差別を解消すること、そして、配慮を積極的に実施していくこと。そういっ

たところを推し進めたいという気運が高まってきたというところで、条例の制定という話しが出てま

いりました。

そして現在、作業を来年の４月１日施行に向けて進めているところなんですけども、まずは、条例

の制定理由になりますが、法律のほうでは、既存の、差別解消法でいう支援地域協議会というものを

置くことができるというような形でして、設置義務とはなっていないんです。あとは、職員が対応す

るにあたっての対応要領だったり、そういったものの、努力義務規定となってます。

これまで、24 年 10 月に始まった障害者虐待防止法に基づく、市の障がい者虐待防止センターでご

相談を受けていく中で、差別や偏見、あと、虐待というのが非常に近いところにあるというのが、私

たち相談を受けてるものとして実感しているとこです。

虐待とか、差別・偏見、そういったことをなくしていくっていうのには、やはり、障がいのある方

について、あとは障がいについての理解が大事だろうというところで、この法律の趣旨に私たちもの

っとりまして、この相談体制だったり、職員対応要領の策定。あとは、その地域協議会のあり方につ

いてですね、きちんと施策に位置づけて進めたいというところで、条例を制定するということになり

ました。

特徴としましては、平成 26 年度から虐待の対策協議会につきましては、高齢者と一緒に協同とな

っておこなってます。それというのも、やはりこの虐待の相談の中で、どうしても 65 歳という年齢

で切れない事例でしたり、高齢者の方が虐待を受けているという事案を見ていきますと、そのご家族

に障がいのある方がいたりということで、とてもその問題が複雑化しているということがあります。

そして、26 年度に高齢者と協議会のほう、統合して進めているところで、やはり認知症施策の中

でも、その社会的障壁抱えているというところでは、障がいのある方と同じような状況。認知症の方

に対する偏見だったり、差別だったり、というところもありますので、この取り組みもやはり、高齢

の施策と一体的に進めていくというところを１つ特徴として、この条例の中では掲げたいと思ってい

ます。

また、虐待と差別・偏見というところが、やはり近いところにある問題というところで、市では既

存の今、虐待防止センターを、その差別の相談もあわせて受けていく窓口としまして、これは仮称で

はありますが、障がい者権利擁護センターといった名称に窓口を変更しまして、虐待と差別と一体的

に相談に応じていく窓口を設置していきたいと思います。

こちらの条例へ、12 月 15 日、来週月曜日から、パブリックコメントを実施します。そこで、市民

の皆さんからご意見をいただくということになっておりますので、市民の委員の皆様でありましたら、

ご覧いただきまして、ご意見をパブリックコメントのほうでお寄せいただければと思います。また、

内容につきましても今日、もし何かありましたら、ご意見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、ありがとうございました。なんか、ご質問あります？はい、ダイムケアさん、どうぞ。

株式会社ダイム：ダイムケアです。理解力がなくてすみません。これ、市がやるの。市がセンターをつくる

の。それとも、外部委託と考えて。

事務局：事務局です、すみません。市が窓口を設置します、はい。

リーダー：あとご質問ある方、いらっしゃいますか。まあ、ずっとやってきた、準備期間もあってですね。

いいものを、ぜひつくりたいと思います。

それでは議題４にいきまして、その他。３つほどあるんでしょうか。順番に事務局のほうでお願い
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いたします。そのあと時間が残れば、議題１、２、３、なんかあればまた戻ります。一応、３時半を

予定しておりますので、よろしくお願いします。

それでは、事務局からお願いします。

事務局：今、お話しもあがりましたけれども、12 月の５日に障がい者週間記念イベント、やらせていただ

きました。新浦安駅前で、障がい福祉サービス事業所さんを中心とする出展をいただきましたのと、

市民活動団体の方とか、大学の方に、催し物をやっていただきました。おかげさまで多くの人に来て

いただきまして、どうもありがとうございました。

続いて次のイベントとしまして、発達支援講演会というのを予定しています。「子どもの可能性を

引き出す学びの環境」という題名で、東京大学先端科学技術研究センター教授の中邑賢龍先生に講演

をいただきます。中邑先生は東京大学と日本財団が進める異才発掘プロジェクト、ROCKET という

もののプロジェクトリーダーです。日にちはですね、１月 18 日、月曜日。午後１時半から３時半ま

で。場所は浦安市文化会館小ホールでやります。ぜひお越しいただければと思います。

事務局：もう１点。

リーダー：はい、どうぞ。

事務局：皆様にちょっとご報告なんですけど、基幹相談支援センターについてなんですけれども、公募のほ

うさせていただいて、11 月の 10 日の火曜日に選定委員会のほうがございまして、来年度以降のです

ね、運営事業者ということで、パーソナル・アシスタンスともさんのほうで実施していただくという

ことで、決定ということで進めていきたいというふうに思います。以上、報告です。

リーダー：はい、この、その他の３つについて、何かご質問・ご意見ある方いらっしゃいますか。よろしい

ですか。

それでは、１・２・３の議題の中で、言い忘れた、もう１回聞いておきたいっていうことあれば、

どうぞ。なければ事務局からの連絡事項といいますか。ダイムケアさん、はい、どうぞ。

株式会社ダイム：質問というか確認なんですけれど、以前、移動支援の、たとえばガイドラインっていうの、

ありますよね。移動支援に関わらず、ガイドラインっていうものができあがっていて、それについて、

たとえば「こうしたほうが」とか「ああしたほうが」っていうものについては、自立支援協議会で、

協議した上じゃないと変えられないということなんでしょうかね。

たとえば今回、移動支援２時間ルールっていうのがありまして。移動支援の２時間ルールって何か

っていうと、どこかに移動支援で出かける。それで、そのあと２時間空かないと迎えに行けない。そ

れがなぜかっていうと、まあ、介護保険の２時間ルールが残ってるんですけれど。介護保険の２時間

ルールというのは、30 分単価をあげたときに、たとえば１時間のサービスを、30 分・30 分でやっち

ゃったほうが高く取れるんですね。１時間単価が 4000 円ぐらいだとして、30 分単価が二千五、六百

円。そうすると、１時間でこの場合、１回でやればいいことを、２回にわけて 30 分・30 分でやると

5000 円に化けてしまうと。だから、２時間ルールというのは、身体介護に入ったあとは、２時間は

基本的には入らなくてもいいような形でやりなさいというのが、介護保険の２時間ルールなんですけ

れど。

それをそのまま移動支援に浦安市は導入していて、まず移動支援でどっかに出かけると。それで、

それから２時間の間は、空けなくてはいけないと。その間にもし、空けないでサービスを提供するん

であれば、最初と最後をくっつけて、１時間単価でもらいなさいという形になってるんですね。

介護保険での２時間ルールというのは、ヘルパーのスキルを上げることによって、たとえば 30 分

オムツ交換をやったあと、そのあと２時間行かなくてもいいように、まあ、布団を厚めにするとか、

なんらかの形で体位交換をきちんとしておくとか、きちんとした管理をするとか、いろんなことでそ
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のスキルでなんとかできるっていう部分があるんだけれど。

移動支援に関して言えば、利用者さんが「あそこに行きたい」ということでお連れして、それから

「帰りたい」と言われても２時間、その間を、ヘルパーのスキル、２時間いかなくてもいいようにす

る努力っていうのは、どうにもならないんですよ。今回、その、お葬式に行ったと。もう寒い、帰り

たいと。でも２時間ルールでいくと、その２時間は迎えに行っちゃいけないんですよね。

だから移動支援というものに、２時間ルールというのはそぐわないというか。２時間ルールってい

うものは、無理なんじゃないかということでお話しをしたところ、自立支援協議会とかそういったも

ので話しをしてからじゃないと変わらないような話しをされたんですけれど。その確認なんですけど、

そうなんでしょうか。

リーダー：それ、どうなんですか。今、この場で答えます？それは事務局のほうで答えますか。はい。

事務局：はい、事務局障がい福祉課です。これまで、移動支援の単価については、委員のほうからも出てお

りましたけれど、まず、今の質問の中で、自立支援協議会が最終決定権を持つという機関ではありま

せん。ただ、この場というのは、やはりそういった地域課題も含めて、いろいろな課題を検討してい

く機関になっておりますので、またいろいろなその介護事業者等も多く参加されておりますので、そ

ういったところの意見というのは聞いていきたいということで説明をしてきたと思います。

今後、リーダー・サブリーダーとも協議をして調整をしたいと思いますが、今後たとえばそういっ

たところの意見を聞く場や時間というのが持てるかというふうにも思いますので、その辺は調整させ

てください。よろしくお願いします。

リーダー：わかんない、委員が今聞いた通り。すみません、今日、時間があれば聞きたいんですけど。今、

障がい福祉課さんもおっしゃったので、はい。

株式会社ダイム：ダイムケアです。それは、いいです。ただ、結局、市役所にこういう要望があると、私の

事務所だけでなく、いろんなところから要望があるという話しをしても、ま、「そこで話ししてみた

ら」という話しで、私がここで提案するのか。たとえば市役所にそういう意見がどんどん集まってき

たときに、事務局として、そちらから議題としてね、「こういったことがあがってきているので、話

しをしてほしい」という話しが来るのか。どっちかなのかわからないと、いつまで経っても、要望あ

げても、ここにはあがってこないし。でも、ここで、じゃあ、私が今みたいにね、忙しい皆さんの時

間に、この話しをいきなり切り出さなくちゃいけないのかっていうことがわからないので。たとえば

そういったことが、このことに限らないんですけれど、地域生活支援事業についての部会なわけです

から、地域生活支援事業の中で問題点があるとして、そういう要望が市役所にあがったときに、事務

局がそれを取りまとめて地域生活支援事業の議題にあげてもらわないと、おそらく利用者さんからの

個々のいろんな話しも来てるとして、それがいつまでも、誰に話せばいいのっていう話しがずっと続

いてしまうので、それは利用者さんからも言われているのでお願いしたいと思います。

リーダー：それは、どういう。それでよろしいんですよね。今、ダイムケアさんがおっしゃったようなこと

でいいんですよね。いったん事務局でまとめてくれて。

事務局：この問題はやはり慎重に、協議をしなければいけないのは、事業所さんだけの問題ではなくて、利

用者さんが負担をするお金、単価を上げるということになりますので、この辺は事業所さん側だけの

問題ではないと思っていますので、その辺は、しっかり協議をしないといけないのかなと思います。

以上です。

リーダー：あの、ダイムケアさんの質問の、その声は、一応事務局のほうでまとめてくれて、我々のほうに

あげてくれるって、一応声としてですね。ただいまのような、意見、事務局のほうに言って、仮に何

も、こう、この議題にならないといったら、どうしたらいいんですかね。これは一応、我々のほうに
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一度返してもらうっていうことでいいんですかね。それはいいですか。その一応リーダーやサブリー

ダーのほうに一応預からせてもらって、それから議題に取り上げるってことで取り上げてもらうんで

よろしいですか。ですので、もし取り上げないなら取り上げないで、ちゃんと取り上げない理由を説

明できるような、勉強をさせてもらいたいと思います。

はい、どうぞ。ともさん。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：はい、すみません。パーソナル・アシスタンスともです。先

ほどの話のことなんですけど、いろいろ聞いていて、あ、そうかって思ったのは、たぶん。

リーダー：え、先ほどってのは、何。はい。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：先ほどの議題、ヘルパーの不足のところです。私が、パーソ

ナル・アシスタンスともっていう事業者としての委員なので、先ほど、ダイムケアさんからも、単価

上げればいいとおっしゃってるんですかって聞かれたときには、「それも１つでしょうね」ってお答

えしました。

っていうのは、何に困ってるかっていうと、相談の事業もやらせていただいてる、ヘルパー事業所

もやらせていただいてる。私たちは 24 時間 365 日で、かつ障がいの種別を問うてないので。あと、

重い人だ、重いっていうのもどうかと思いますけど、いろんな人たちを受けている。なので、たぶん、

逆を言えば、事業者さんで、もう、あと１人ヘルパーが辞めてしまったら、本当は家で暮らしたいの

に、行きたくない入所施設に行くしかないっていう人だったりっていう人が、何人か、本当に少ない

んですけどいるんですよ。そういう人たちの切羽詰まった感の、こう、水際にいますと、どうしたら

いいんだろうってことで、この話にずっと私は議論をお願いしてるんだと思うんです。

だけど、今日皆さんの話しを聞いていたら、あ、そっか。逆に言うと、いろんなヘルパー事業所さ

んたちに一緒にやってもらえればいいんだし、そこにもし事業参入しないんだとしたら、できない理

由を明らかに逆にしてもらっていくうちに、何か課題が見えてき、解決策ができるのかなっていうの

はちょっと感じたので、リーダー・サブリーダーに預かっていただくということだったので、そうい

うところも今日よくわかって、１つ発見があったかと。よろしくお願いします。

リーダー：はい、あと何かご意見ありますか。和洋女子大学さん、何かございますか。まとめを。

和洋女子大学：別にまとめをする立場ではないんですけれども、和洋女子大学です。なかなか、地域生活支

援部会のほうも、日程が合わずに、初めてこう、ゆっくり参加させていただいたところなんですけれ

ども、そうですね。全体通してやっぱり、たとえば１人の委員がいたときに、その、市からの回答っ

ていうような形になりがちなんですけれども。協議の場ということもあるので、たとえば、先ほどの

アンケートにつきましても、協議する材料を市から提供受け、我々がこれを、叩いて、このぐらい進

めば、こういった課題があるよねと。それを、皆さんで共有し、それの対応として、事業所は何をす

る、市は何をするっていうふうな形で、議論が進んでいくのがいいのかなというふうな気がしており

ます。そうですね。もう少し、協議会メンバー同士の活発な意見というようなところもあってもいい

のかなというふうに、今日ちょっと話して思わさしていただきました。

リーダー：はい、ありがとうございました。第４回目、今年度最後の委員会なりますけど、今、和洋女子大

学さんのアドバイス受けてですね、活発な意見交換をしたいと思います。

なんか、事務局のほうから連絡事項があれば。２月の８日１時半から３時半まで、今度は、場所は

健康センターの１階の会議室でよろしいでしょうか。皆様、よいお年をお迎えくださいませ。それで

は１年間お疲れ様でした。ありがとうございました。

全員：ありがとうございました。



平成 27 年 12 月 10 日（木）

13時 30 分～15 時 30分

消防庁舎 3階多目的ホール

浦安市自立支援協議会地域生活支援部会（平成 27 年度第 3回）

１．開会

２．議題

（１）住まいと生活についてのアンケートについて

（２）人材不足（ヘルパー）と処遇の改善について

（３）障害者差別解消法施行に向けた取り組み

（４）その他

３．閉会
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住まいと生活についてのアンケート調査結果

１．調査概要
（１）調査の目的

浦安市では、地域自立支援協議会において、平成 29 年度末までに、グループホームの

利用を 100 名とする計画を策定している。現在の浦安市のグループホームの定員は 46

名であり、今後、倍の数の定員のグループホームを整備していく必要があります。

浦安市では、グループホームをはじめ、障がいのある方の住まいや生活全般についての

政策を策定するにあたり、「浦安市障がい者福祉センター」に通われている方を対象に実

施したものです。

（２）調査の対象及びサンプル数

浦安市障がい者福祉センターに通所する利用者

図表１ 調査対象と調査数

調査対象 調査数

浦安市障がい者福祉センター 106 人

（３）調査方法及び調査実施期間

調査方法及び調査実施期間は、以下のとおりです。

図表２ 調査方法及び調査実施期間

調査方法 調査実施期間

集合調査 平成 27 年 10 月 13 日～10 月 30 日

（４）回収状況

回収数と回収率は以下のとおりです。

図表３ 調査対象別配布数及び回収数

配布数 回収数 回収率（％）

105 79 75.2
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２．調査の結果

（１）全体計
この調査票を記入していただいたのはどなたですか。（１つに○）

「本人以外の家族」が 70 人（88.6％）、「本人」が 7 人（8.7％）、「介助者・支援者」

が 2 人（2.5％）となっています。

図表４ 記入者（全体）

7

70

2 0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

本
人

本
人
以
外
の
家
族

介
助
者
・
支
援
者

そ
の
他

あなたの年齢（平成 27 年 10 月 1 日現在）をお答えください。（１つに○）

「29 歳未満」が 33 人（41.8％）、「30～39 歳」が 20 人（25.3％）となっていま

す。

図表５ 年齢（全体）
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あなたの性別をお答えください。（１つに○）

「男性」が 42 人（53.2％）、「女性」が 36 人（45.7％）となっています。

図表 6 性別（全体）
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男性 女性 回答なし

あなたがお持ちの障害者手帳の種類と障害支援区分をお答えください。

身体障害者手帳所持者のうち「１級」「２級」はぞれぞれ 8 人、療育手帳は「Ａの１」

が 38 人、精神障害者保健福祉手帳は「1 級」「2 級」がそれぞれ 1 人になっています。

また障害支援区分については、「区分４」が 20 人、「区分５」が９人になっています。

図表７ 障害者手帳の種類及び障害支援区分（全体）

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

身体障害者手帳 ８ ８ １ ０ ０ ０

○Ａ Ａの１ Ａの２ Ｂの１ Ｂの２

療育手帳 19 38 4 10 5

１級 ２級 ３級

精神障害者保健福祉手帳 １ １ ０

区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６
区分なし

回答なし

障害支援区分 1 7 8 20 9 6 50
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あなたは今どこで暮らしていますか。

「集合住宅」が 48 人（60.8％）、「戸建て」が 27 人（34.2％）となっています。

図表 8 居住形態（全体）
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同居家族の状況について

サービス利用者の年齢が 29 歳未満の場合、両親と同居している人は 15 人（年代の割合

では 45.5％）となっているが、サービス利用者の加齢に伴い、同居家族が一人親家庭や兄

弟姉妹との同居割合が高くなっている。

図表９ 同居家族の状況（全体）

サービス利用者

の年齢
両親 父のみ 母のみ

両親

兄弟姉妹

父

兄弟姉妹

母

兄弟姉妹

両親

兄弟姉妹

祖母

兄弟姉

妹のみ
回答なし

29 歳未満 15 1 7 9 0 0 0 0 1

30～39 歳未満 8 0 4 6 0 0 0 0 2

40～49 歳未満 4 2 5 2 0 1 1 0 0

50～59 歳未満 1 0 1 1 0 2 0 1 0

60～69 歳未満 0 0 0 1 0 0 0 0 0

70 歳以上 0 0 0 0 1 0 0 1 1

計 28 3 17 19 1 3 1 2 4
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その他福祉サービスの利用について

障がい者福祉センターのみの利用が 47 人（59.5％）、日中一時支援等の通所系サービス

の利用のみが 24 人（30.4％）となっています。

図表 10 その他福祉サービスの利用（全体）
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「知的障がい者緊急時支援事業」を利用したいですか。

「分からない」が 32 人（40.5％）、「利用したい」が 27 人（34.2％）となっています。

図表 11 知的障がい者緊急支援事業の利用（全体）

27

14

32

6

0
5

10
15
20
25
30
35

利
用
し
た
い

利
用
す
る
予
定
は

な
い

わ
か
ら
な
い

回
答
な
し



議題１資料

6

「知的障がい者緊急時支援事業」について、他にどのような機能が必要だと思いますか。

（あてはまるものすべてに○）

「一緒に暮らす家族の急病時の支援」が 55 人（69.6％）、「即座に駆けつけてくれる支

援体制」が 41 人（51.9％）となっています。

図表 12 知的障がい者緊急支援事業の利用（全体）
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親亡き後等を見据えて、将来どのような暮らしを、いつ頃から希望しているかお答えくだ

さい。（１つに○）

「グループホーム」が 32 人（40.5％）、「施設」が 21 人（26.6％）となっています。

図表 13 将来の暮らし（全体）
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図表 14 将来の暮らしの時期（全体）
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図表 15 将来の暮らし内訳（全体）

暮らし方 今すぐ 5 年以内 5 年以上先 わからない

１．ひとり暮らし 1 1 1 3

２．親以外の家族と同居 0 1 0 7

３．グループホーム 5 6 12 9

４．施設 1 4 9 7

５．その他 0 1 0 ４

６．回答なし 0 0 0 7
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あなたは今後、成年後見制度を活用したいですか。（１つに○）

「わからない」が 39 人（49.4％）、「活用したい」が 28 人（35.4％）となっていま

す。

図表 16 将来の暮らし内訳（全体）
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将来の暮らしについて、どのような機能が必要ですか。（あてはまるものすべてに○）

「食事の提供」が 62 人（78.5％）、「日常的な生活面のフォロー」が 61 人（77.2％）

となっています。

図表 17 将来の暮らし内訳（全体）
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このアンケート調査は回答しやすかったですか。（１つに○）

「ふつう」が 49 人（62.0％）、「回答しにくかった」が 16 人（20.3％）となってい

ます。

図表 18 アンケート調査の回答（全体）
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どのようなアンケート調査の方法だと回答しやすいですか。（１つに○）

「相談支援専門員と一緒に回答する」が 22 人（27.8％）、「直接市へ郵送する」が 20

人（25.3％）となっています。

図表 19 アンケート調査の方法（全体）
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【別紙】アンケート結果 自由記述でいただいた意見

何かお気づきの点がございましたらご自由にお書きください。

【サービス利用者 20 歳代】

１．日中一時等が充実してきて、とてもありがたいですが、まだまだ介護者が仕事を安定

して続ける等が、とても難しいです。障がいある子どもを持つと、なにかと不自由です。

少しずつでも改善に向けて市役所につたえていきます。（両親と同居）

２．成年後見人制度について、将来の利用を見すえて詳しく説明を受けられる機会があれ

ばと思います。市内での説明会のお知らせは目にする機会はありますが、福祉センター

内でも担当の方のお話を伺えたらと思います。（両親と同居）

3．今回は保護者が回答できたが、本人だけになった時には、毎日コミュニケーションが

とれる施設の職員の方と一緒に回答する方法が本人がわかりやすいと思う。（母親と同

居）

4．将来グループホームに入れ、日中はセンターや日中一時を利用したいが、本人は今ま

でも何回も手術、入院をしており、けいれん発作もある。入院すると２４時間付添が必

要で親が年老いた場合、どのようにしたらよいか不安である。けいれんも病院へ搬送し

ないと止まらないのでグループホームで対処できるのか。（両親、兄弟姉妹と同居）

５．障害のある方がサポートする立場の人間から虐待を受けたり、犯罪に巻き込まれる事

例が頻繁にニュースとなる今、各種サービスを利用したいと思いつつも女性であったり

重度で訴える能力がなかったりということで躊躇してしまうことも多い。（母親と同居）

６．職員の教育、職場の雰囲気づくり、処遇改善、給与アップなど明るい未来のある（利

用者にも家族にも職員にも）市をつくって欲しい。（母親と同居）

７．親なき後に常に支援の必要な人の入居できる施設を浦安に作っていただきたいと思い

ます。（父親と同居）

８．グループホームを希望しています。本人も親についても不安がたくさんあるので、何

度か体験する機会や利用者同士の相性などもあるので、何ヶ所か出来て選ぶことができ

るといいですね。早い時期に出来ることを望みます。（両親、兄弟姉妹と同居）

９．やはり浦安に施設建設は難しいのでしょうか。（両親と同居）

10．親亡き後の将来の暮らしについての質問がありましたが、私亡き後のことが不安で

いっぱいです。浦安市には身障を対象とした入所施設がありません。他の市の施設に入

るという事はあまり考えたくないです。近い将来、浦安市に安心して生活できる入所施

設を作ってほしいと強く願っています。（母親と同居）
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1１．日中一時等事業所は増え、重度加算も増える中で、自閉症（重度）の方には受け皿

が広がっていかない。困っていない方は、自由にいろいろなサービスが受けられる（受

けてもらえる）。本当に困っている方は、市外の施設に行かなければならない現実があ

ります。一番必要なのは、行動障がいのある方の支援、自閉症の方に特化した専門の職

員のいるグループホーム型の施設を作ってほしい。今後整備していく中で、落ち着ける

（沈静化）できる空間、体を動かせる広場や体育館（災害時にも使用できる場所）もあ

るとよいと思う。（両親と同居）

12．知的障がい者緊急支援事業について障がい区分に関係なく必要に応じて利用できる

ようにしてほしい。（母親と同居）

13．親なき後等を見据えて、まだまだ先の事と思っておりましたが将来の本人の生き方

にもかかわってくることで、早すぎることはないと痛感しております。今後、どのよう

にしていったら良いのか考える上でも現在利用されている皆さまの様子や見守りの態

勢支援の様子を伺うことができたらありがたいと思います。（両親と同居）

14．市では平成 29 年度までにグループホームの定員を増やす計画のようですが、施設

は作る計画はないのでしょうか。浦安市には施設はありません。重度の障害のある者は

グループホームでの暮らしは難しいと考えます。親亡き後の暮らしの場所としてグルー

プホーム以外の施設を是非作っていただきたい。（両親と同居）

15．現在、市内にあるグループホームは軽度（自立度の高い人）対象しかありません。

重度対象のケアホームのようなものが必要です。自宅で一人で過ごせる軽度の方よりも、

目の離せない重度の介護をしている親の方が家族による介護の限界がくるのが早いと

思います。早めに何とかして欲しいです。（両親と同居）

16．子供の将来のことについては、不安ばかり募りますが、「まだ先の事」という気持ち

が先行して具体的な事について何も考えが定まりません。浦安市内でのグループホーム

が拡充される計画は親にとっても大変大きな安心につながります。（両親と同居）

【サービス利用者 30 歳代】

１．女性専用の緊急時支援事業が出来ることを願っている。（両親と同居）

２．遠くの施設をいくつか見学したことがあるが、本人が住み慣れた浦安でこれからも（施

設やグループホームで）暮らしていければそれが一番落ち着いて生活できることだと思

うので、この計画は親としてありがたいです。高齢になると遠くの施設では親は会いに

行くのも難しくなります。親と離れて暮らすとき、もっとも気がかりなのは体調管理と

口腔ケアです。おなかや歯が痛くても本人はそれを伝えられません。医療面でどんな対

応をしてもらえるのかも気になります。（両親、兄弟姉妹と同居）

３．グループホームの定員を 100 名にするという事は現在希望者と将来の希望者が 100

名位に達するという予測での確認のアンケートと感じた。ただグループホームへの入所

が不可能な障がい者もいると思うが、その様な人達が年齢を重ね又両親も年齢を重ねて

介護が困難になった。障がい者は将来どの様に生きてゆけば良いのか教えていただきた
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い。障がい者を持つ親にとって将来への最も大きな悩みであり問題。（両親と、兄弟姉

妹と同居）

【サービス利用者 40 歳代】

１．①宿泊人数をもう少し多くお願いできないか。もっと増やしてほしい。②預かり時間

夜９時頃お願いできたら嬉しいです。（母親と同居）

２．入所施設は作らないと聞いておりますが、浦安独自の入所施設を作って欲しい。（母

親と同居）

【サービス利用者 50 歳代】

１．短期入所先がない。将来の事を考えなければいけないが、なかなか考えられない。（父

親・50 歳代母親と同居）

２．母親は病気を患っています。病気のせいか娘に対して説教が多くなりましたし失敗す

ると 1 時間以上も続くことがあります。娘と母親の距離をおかないと娘のためになり

ませんし正しい介護ができない状態。（母親と同居）

３．将来に向けてショートステイができる場所が是非必要です。親として納得したうえで

グループホームや施設を選びたいので、その準備として十分に独り暮らしを体験したい。

重度の障がい者が暮らせる場所が浦安にはないので、是非作っていただきたい。（両親、

兄弟姉妹と同居）



介護分野 保育分野 看護分野 建設分野 

介護・保育・看護・建設分野における人材確保・育成対策の全体像 

潜在有資格者
対策 

能力開発 

B 

C 

●介護、看護、保育の各分野におけるサービスを担う人材の安定的な確保を図るため、全国の主要なハローワークに「福祉人材コーナー」
を整備し、福祉人材の確保に向けた取組を推進 

●実施地域の拡大等、介護、看護、保育の各分野における取組内容の充実により、マッチング機能の強化を図る 

福祉人材確保重点プロジェクト 

●建設労働者が不足している地域
の主要なハローワークで実施中 

●建設分野の人材確保を推進する
ため、求人充足に係るニーズが
高い地域において新たにプロジェ
クトを実施する等の拡充を行う 

建設人材確保 
プロジェクト 

●看護師等免許保持者が離職時等に都道
府県ナースセンターへ届出をする制度の
創設等 

ナースセンターの機能強化 

●人材バンク機能を活用した 

  潜在保育士把握等 

保育士・保育所支援センター 
の機能強化 

○ハローワークの全国ネットを活用し、『（事務職等の他職種を希望者も含めた）潜在有資格者の掘り起こし⇒有資格者・求職者の情報収集 
  ⇒３センターとの共有』を実施し、３センターの機能の抜本強化を図る 

３センターとハローワークとの連携の抜本強化 

●中小企業労働環境向上助成金を見直し、中小企業以外への適用拡大、助成対象メニュー
の追加、目標達成助成の創設など、職場定着支援助成金（仮称）として拡充を行う 

中小企業労働環境向上助成金の拡充 

雇用管理改善 
（魅力ある職場

づくり） 

A 

人材不足分野における人材確保のための雇用管理改善促進事業（仮称） 

●モデルコース（看護・保育分野等）  
 当該分野の事業主における雇用管理改善の試行を通じて、有効性やノウハウ等の把握・検証  
 及び取組事例の収集を行い、雇用管理改善モデルの構築及び普及・啓発を図る 

●実践コース（介護・建設分野）  
 当該分野の事業主における雇用管理制度の導入支援を行い、雇用管理改善の実 
 践の促進を図る 

●中小企業以外への適用拡大、助成 

 対象メニューの追加、目標達成助成 

 の創設などの拡充を行う 

建設労働者確保育成助成金 

○厚生労働省本省・都道府県労働局から関係団体等への周知・啓発活動を、全国で順次実施中 
雇用管理改善（魅力ある職場づくり）キャンペーン 

雇用管理責任者に対する研修 

●雇用管理責任者の適切な知識習得 

 ・向上を図る研修の推進 

○医療分野の「雇用の質」向上マネジメントシス 
 テムに基づく医療機関の取組に対する支援の 
 充実を図るための調査・研究等を実施 

医療勤務環境改善の調査研究等 

●労務管理面でのアドバイザー配置 

医療労務管理支援事業 

医業分野アドバイザー事業 
●診療報酬制度面、医療制度・医事法制面、 
 組織マネジメント等に関する専門的アドバイザーの派遣 

  新たな財政支援制度の創設  

●「参入促進」「資質の向上」の観点からの 
 対策を実施 
 （具体的な内容は予算編成過程で検討） 

●建設、介護等の人材不足分野における中小企業事業主等が実施する認定職業訓練の経費の一部について、補助の拡充を検討 

 

認定職業訓練制度の拡充 

●建設、保育、介護等の人手不足分野における再就職を支援するため、各分野の公共職業訓練を拡充する 
 

公共職業訓練の拡充 看護師の特定行為に係る研修制度 

●今後の在宅医療等を支えていく看護師を 
 計画的に養成 

●職業訓練などを実施する事業主等に対して訓練経費や訓練中の賃金を助成し、労働者のキャリア形成を効果的に促進 

キャリア形成促進助成金の拡充 

建設労働者緊急育成支援対策 

●建設人材不足へ対応するため、
国と建設業界が連携した訓練の実
施や、認定職業訓練制度の拡充、
キャリア形成促進助成金の拡充に
より建設分野の事業主等による訓
練を促進 

  新たな財政支援制度の創設  

●「資質の向上」の観点からの対策を実施 
 （具体的な内容は予算編成過程で検討） 

○新人看護職員が基本的な臨床実践能力 
 を獲得するための研修を実施 

○保育士養成施設の受講料等を一部助成 
○保育士養成施設の受講のために必要な 
 費用を貸付 

新人看護職員研修事業 

○ハローワークの福祉人材コーナーに配置 
 した就職支援コーディネーターによる事業者 
 に対する求人充足に向けた支援の実施 
（福祉人材確保重点プロジェクトの一部） 

○医療機関の勤務環境改善に関する改正医療法の施行に 
向けた関係団体等への説明時に、雇用管理改善も含めて説明 

○介護労働安定センターによる雇用管理 
コンサルタント等による雇用管理改善等援助事業 

○介護職員の処遇改善を図るため、平成24年度介護報酬改定時
に「介護職員処遇改善加算」を創設し、介護報酬における評価を
行っている 

介護報酬における評価 

○介護労働安定センターによる 雇用管理コンサ
ルタント等による 雇用管理改善等援助事業 

  新たな財政支援制度の創設  
●「労働環境・処遇の改善」の観点からの対策を実施 
  （具体的な内容は予算編成過程で検討） 

資料１ 
議題２資料１

Ｈ26.8.25厚生労働省『人材不足分野等

における人材確保・育成対策推進会議』資料
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（２）人材不足（ヘルパー）と処遇の改善について

１．以前に、自立支援協議会（地域生活支援部会）で出た意見

・居宅介護等については、ヘルパー等の介護職が入った時には、１人で判断しなくてはなら

ないし、何かあった時も判断しなくてはならない。

・しっかりとした人材育成が必要。

・若い人が育たないっていうのが、教育かと思う。３K という職場のイメージをいまだに

拭えないのが現実である。

・若いうちにもっと福祉を理解してもらう教育が必要。

・大学では福祉学部はたくさんある。ところが福祉現場に勤める方は、３割から４割しかい

ない。その他の人は、一般の会社員になってしまう。またその３割の人たちも、現場から

離れていく。夢を提供していく必要がある。福祉の良いところを伝えていく必要がある。

２．市で実施済の福祉体験教室等（平成 27 年度実績）

（１）東京学館浦安高等学校

① 日時 平成２７年１０月２４日（金）

② 場所 東京学館浦安高等学校

③ 内容 「うらやすこころのバリアフリーハンドブック」を活用しての周知

（２）高洲北小学校

① 日時 平成２７年１０月９日（金） 午後１時４５分から３時２０分まで

② 場所 高洲北小学校 体育館

③ 対象 小学４年生 １２０人

④ 講師 高梨憲司 氏

千葉県障害のある人の相談に関する調整委員会委員長。

「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」の制定に関わっ

た。）

⑤ 内容及びタイムテーブル

時間帯 所要時間 内容 備考

１時４５分～２時３０分 ４５分 高梨氏の講話 詳細は別紙
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２時３０分～２時３５分 ５分 休憩

２時３５分～２時５０分 １５分 質疑応答

２時５５分～３時１５分 ２５分 介助体験 詳細は別紙

３時１５分～３時２０分 １０分 まとめ
バリアフリーハンドブッ

クの紹介等

⑥ 配布資料

・バリアフリーハンドブック

障がいや障がいのある方についてイラストで解説したパンフレット

・視覚障がい者の方の介助のポイント

３．こころのバリアフリーハンドブック配布実績（平成 27 年度実績）

①福祉体験教室での配布

日時 学校 配布人数

１ 平成 27 年 7 月 15 日 北部小（４年生） 124

２ 平成 27 年９月１５日 東小（４年生） 106

３ 平成 27 年９月 24 日 富岡小（4 年生） 57

４ 平成 27 年 10 月 1 日 見明川小（4 年生） 97

５ 平成 27 年 10 月９日 南小（4 年生） 145

６ 平成 27 年 10 月 9 日 高洲北小（4 年生） 120

７ 平成 27 年 10 月 15 日 明海南小（4 年生） 76

８ 平成 27 年 10 月 23 日 東京学館浦安高（1 年生） 560

９ 平成 27 年 10 月 29 日 舞浜小（5 年生） 100

10 平成 27 年 11 月 2 日 東野小（4 年生） 137

11 平成 27 年 11 月６日 高洲小（4 年生） 137

12 平成 27 年 11 月 16 日 日の出小 109

計 1820

②その他

日時 学校 配布人数

１ 平成 27 年 5 月 28 日 明海大学ボランティア講座（社協） 26

２ 平成 27 年 6 月 8 日 明海大学ボランティア講座（社協） 12

３ 平成 27 年 7 月 24 日 ボランティアセンター夏休みボランテ

ィアオリエンテーション
90

４ 平成 27 年 7 月 25 日 市民活動センター夏休みボランティア 150
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ガイダンス

５ 平成 27 年 10 月 23 日 明海大学ボランティア講座（社協） 6

計

自立支援協議会地域生活支援部会で出た意見等により、平成 28 年度以降は、介護等の職

場を「魅力ある職場」として周知していくために、学校等における福祉体験教室を活用して

いく。さらに「こころのバリアフリーハンドブック」を活用し、平成 28 年度４月から施行

される障害者差別解消法についても合わせて周知を図っていく。



議題３資料

浦安市障がいを理由とする差別の解消を推進する条例の制定について

・制定理由

法律で市町村は努力義務となっている「職員対応要領」、「障がい者差別解消支

援地域協議会」の設置を市の施策として定めるほか、相談体制として本市独自に

「障がい者権利擁護センター」の設置等を定め法律の実効性を担保する。

・特徴

「（仮称）障がい者権利擁護センター」は障がい者虐待防止センターの名称を

変更し、障がい者の虐待・差別等の相談を受ける。

「障がい者差別解消支援地域協議会」は、現行の「高齢者・障がい者虐待防止

対策協議会」を「（仮称）高齢者・障がい者虐待防止及び差別解消対策協議会」

とし、高齢者・障がい者の虐待、差別等権利擁護全般を対応する。

・条例案の概要

前文

第１章 総則（第１条～第７条）

目的、定義（障がい者、社会的障壁、市民等、事業者）基本理念、市の責務、

市民等の責務、事業者の責務、県との連携

第 2 章 基本的施策（第８条～第 11 条）

職員対応要領、相談及び紛争の防止等のための体制の整備「障がい者権利擁

護センター」、啓発活動、協議会の設置「障がい者差別解消支援地域協議会」

施行日 平成 28 年４月１日

・スケジュール

平成 27 年 11 月 19 日（木）自立支援協議会で概要提示

平成 27 年 11 月 26 日（木）自立支援協議会権利擁護部会で概要提示

平成 27 年 11 月 24 日（火）障がい者等差別解消支援地域協議会の在り方検

討会（内閣府モデル会議）で概要提示

平成 27 年 12 月３日（木） 自立支援協議会こども部会で概要提示

平成 27 年 12 月 10 日（木） 自立支援協議会地域生活支援部会で概要提示

平成 27 年 12 月 15 日（火）パブリックコメント

平成 28 年３月 議会上程


