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平成 27 年度第４回浦安市自立支援協議会地域生活支援部会 議事録

○「障がい」の表記について

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

（例）障がい者福祉センター、身体障がい者福祉センター など

○委員名の表記について

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

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

１．開催日時 平成 28年 2月 8 日（月） 午後１時 30 分～午後３時 30分

２．開催場所 健康センター１階 第１会議室

３．出席団体名

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法人カプア、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、健康福祉部長

４．議題

（１）住まいと生活について

（２）平成 28年度の議題について

（３）その他

５．資料

（１）議題１資料１(1)(2) グループホームの設置及び運営等に関する説明会資料

（２）議題１資料２ 「グループホームの設置及び運営等に関する説明会」の報告

（３）議題１資料３ 住まいと生活に関するアンケートついて

６．議事

事務局：ただいまより平成 27 年度第４回浦安市自立支援協議会、地域生活支援部会を開催いたします。

会議の進め方について確認事項がございます。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、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、会議じょ、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。
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なお、本日、西田リーダーが欠席のため、これからの議事進行につきましては藤崎サブリーダーに

お願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

サブリーダー：皆さん、こんにちは。敬心福祉会の藤崎と申します。よろしくお願いいたします。寒くなっ

てきまして、うちの施設もインフルエンザが今、職員２名、利用者１名。まだ流行っているほどでは

ないですが、利用者 105 名中１名ですので。ただ、これから油断できない時期と思いますので、ど

うぞ皆さんも気をつけていただきたいと思います。

本日の議題ですけれども、送られてきているものに沿って、３つございますので、その１から進め

たいと思います。第４回で今年度最後になりますので、おそらく今日の議題の中で、来年度の議題に

ついても意見をいただくことがあると思いますので、どうぞ皆さんよろしくお願いします。

それでは、まず１の住まいと生活について、この間のグループホーム説明会の結果を含めて、説明

の方よろしくお願いいたします。

事務局：障がい事業課です。議題１住まいと生活について説明をさせていただきます。議題１の資料１（１）

からご説明いたします。

最初に、先だって１月 22 日に開催しましたグループホームの設置および運営等に関する説明会の

内容をご報告させていただきます。

この説明会では、まず市側から、現在整備されているグループホームの状況ですとか、どんな支援

を行っているかということをご説明しました。その後、市内にあるグループホームの運営事業者さん

から施設の紹介を行っていただき、最後に、各運営事業者がブースを設置して、個別の相談を受けつ

けました。

この資料１の（１）は、市側から説明した内容になります。簡単に内容を説明させていただきたい

と思います。スライドの１・２ページは、障がい者手帳所持者数や年齢別の状況の説明になります。

３ページが、グループホームの概要ということで、グループホームとはどういうものかの説明になり

ます。

サービスの概要としましては、主として、夜間にグループホーム内において、相談・入浴・排泄ま

たは食事の介護、その他必要な日常生活の援助を行うものです。

人員基準としましては、世話人や生活支援員、サービス管理責任者、管理者という方々がグループ

ホームの管理・運営にあたります。

４ページが、設備基準になります。グループホームは、住宅地などの、地域の住民と交流の機会が

確保される地域にあります。入所施設や病院の敷地外になります。設備については、１以上のユニッ

トを有する。ユニットというのが、１つの部屋のようなイメージになりますけれども、１以上のユニ

ットを有し、その居室面積は収納部分を除いて 7.43 平米以上ということになっています。定員につ

いては４人以上。共同生活住居の入居定員は２人以上 10 人以下。ユニットの定員は２人以上 10 人

以下。ユニットの居室定員は１人となっています。平成 26 年４月からサテライト型のグループホー

ムと、外部サービス利用型のグループホームが創設されています。

５ページが、サテライト型住居の内容になります。障がいがある方の中には、共同での生活よりも

単身での生活を望んでいる方が多くいらっしゃったり、運営者側の立場からすると物件が見つからな

いとか、初期費用と改修工事費が多額にかかるというケースが多くある。このことから、民間アパー

トの一室等を使用したサテライト型住居が全国的に整備されてきている。市内においても昨年１事業

者が整備を行ったところになります。

６ページが、外部サービス利用型のグループホームの説明になります。平成 26 年度以前、グルー

プホームは、支援が必要な入居者と、支援を必要としない入居者が混在していました。すべての支援・
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介護サービスをグループホーム運営事業者がすべて提供するというのは必ずしも効率的ではないと

考えられましたので、26 年の４月以降、入居者のニーズに合わせて、グループホーム運営事業者が

運営形態を選択できることになりました。

介護サービス提供型の場合、グループホーム内に世話人と生活支援員がいて、個別支援計画の作成

や日常生活の援助・食事の提供などを行う。逆に外部サービス利用型の場合、外部の居宅介護事業者

のヘルパーがグループホームの入居者の支援にあたるという形。これを選択できるようになりました。

７ページが、グループホーム整備の現状になります。千葉県では、障がい者手帳所持者数 72 人に

あたりグループホームの定員１が整備されています。しかし浦安市は、手帳所持者 129 人にあたり

グループホーム定員１ということで、浦安市は千葉県と比べて、グループホームの整備がまだ進んで

いないところになっています。このことから、浦安市ではグループホームの整備を行う際の補助、運

営にかかる補助などを行い整備を進めているところになります。

８ページが、居住系サービスの利用実績になります。平成 26 年度は、グループホームの利用実績、

サービス利用実績が 63 人となっています。

９ページが、居住系サービスの見込量ということで、先ほどの実績に基づき、浦安市では障がい者

福祉計画においてグループホームの整備目標を立てているのですが、平成 29 年度までにグループホ

ームの利用が 100 人になるよう整備を進めています。

10 ページは、市内にあるグループホームの一覧になります。現在４つの事業者がグループホーム

を運営しています。グループホームは 14 か所、計 46 定員分整備されています。NPO 法人タオはサ

テライト型のグループホームを運営しています。

11 ページが、グループホーム入居に際しての費用の一例になります。費用としてかかってくるの

が、家賃４万 5000 円から６万円程度。そのほか、個人にかかってくる費用としては高熱水費や保険・

共用日用品費、共益費、食費、サービス利用料が想定されます。

このように費用がかかってくるんですけれども、国や市ではグループホームの入居者に対し、支援、

減免をはかっています。浦安市では入居者の家賃助成として、市民税・非課税世帯の方は、１か月家

賃の半額を助成しています。また国では、グループホームで家賃が１万円以上の場合は、補足給付費

として１万円支給されることになっています。

13 ページで、浦安市では障がい福祉サービス利用料の減免制度として、18 歳以上の障がいのある

方は本人の課税状況のみでサービス利用料を決めています。さらに、グループホームの利用料のみな

らず、居宅とか通所系のサービス。移動支援や日中一時支援、補装具や日常生活用具等の、１か月あ

たりのすべての利用料が、市民税課税者で所得あり 16 万以上の方には、上限額を１万 8600 円とし

て、この額以上の利用料を発生しない仕組みとなっています。

以上が、市側から説明した内容になります。

続いて、資料１の（２）。グループホームの設置および運営等に関する説明会 事業者施設紹介と

いう資料ご覧ください。こちらが、グループホームの運営事業者から行った施設紹介の資料になりま

す。

内容としては、理念とか対象、定員、従業員数、サービス提供内容、費用などの説明がありました。

また、各事業者のグループホームの中の様子を写真で紹介しました。

タオの場合は、３LDK を２人で利用する場合の間取り図をつけています。あいらんどの場合は、

アパートの２軒分を４人で利用しているグループホームという紹介でした。フレンズは定員が 28 名

と最も多く、居室のタイプはさまざまあります。南台五光福祉協会は、最も１人暮らしという形に近

く、１DK を１人で利用する形となっていますという説明でした。



4

この説明会では、施設の内容とか中の様子はわかったけれども、グループホームで生活した場合に

１日どんな生活になるのかわかりづらいというご指摘もありましたので、今後そういったところを具

体的にイメージできるようお伝えしていかなければいけないなという反省があります。

続いて、議題１の資料２をご覧ください。この説明会には 82 名の方がいらっしゃいました。出席

していただいた方にアンケート用紙をお配りして回答いただきましたので、アンケート結果をここで

簡単にお話させていただきます。

回答者は 37 名。スタッフを除いた参加者 63 名のうち 58.7 パーセントの方から回答いただきまし

た。大きく４つの質問をさせていただいています。

１つ目が、将来的にグループホームでの暮らしを希望していますかという設問。これに対しては希

望しているという方が 28 人、75.7 パーセントと、最も多かった状況です。

２つ目が、グループホームでの暮らしを希望している方に対して、いつ頃から希望していますかと

いう問い。これに対しては、５年以内、わからないという回答が９人ずつで、回答はばらけたという

結果になっています。

３つ目が、グループホームで暮らす上で課題となることがありますかという問い。これに対しては、

同居利用者との人間関係とか、日常的な生活面のフォローといったところが回答としては多くなって

います。

その他いただいた主なご意見ということで、複数回答いただいた主なご意見をここに掲載させてい

ただいています。重度の障がいがある方に対応できるグループホームを整備してほしい、少ない時間

から体験利用できるようにしてほしい、身体に障がいのある方に対応できるグループホームを整備し

てほしいといった意見を多くいただいています。

最後に、議題１の資料３をご覧ください。住まいと生活に関するアンケートについてということで、

今年度、障がい者福祉センターきらりあ利用者を対象に、住まいと生活に関するアンケートを行いま

した。その結果を前回のこの部会で報告させていただきましたが、この結果ですとか、先だって行わ

れたグループホーム説明会でいただいたご意見を参考にして、来年度 28 年度に障がい者福祉計画策

定に関わるアンケート調査を実施し、より踏み込んだ質問を設定させていただいて、詳細にニーズと

か問題点、解決しなければいけない課題というのを把握・整理していきたいと考えています。

どのように来年度の調査に反映させていくか、検討の途中ではありますが、２点ほど、その方向性

をご提案というか、お話しさせていただければと思います。

まず、１つ目が、今年度のきらりあへのアンケート調査結果で、将来どのような暮らしをいつ頃か

ら希望してるかお答えくださいという問いに対しては、グループホームという回答が 40.5 パーセン

トと最も多かったわけですけれども、では、グループホームにいつから住み始めたいですかという問

いに対しては５年以上先、わからないという回答が３分の２を占める結果になっていて、この、５年

以上先とかわからない、イメージがわかない理由を把握していかなければいけないなと私ども考えま

した。

そこで、資料３の２ページですが、将来の暮らしを始めたい、開始希望時期と、利用者の親の年齢

を重ね合わせて、集計・分析してみました。そうすると、親の年齢が高齢であるほど、今すぐ新しい

暮らしをしたいとか、５年以内には新しい暮らしをしたいという方の割合が高くなっていることがわ

かりました。この、将来の暮らしを始めたい時期と、親の年齢に相関関係があることが見えてきたわ

けですが、来年度の調査では、将来の暮らしを開始する時期がわからない、イメージがわかない理由

を、もっと詳細に把握していきたい。将来の暮らし方が設計できていないのが理由なのか、もしくは、

グループホームのイメージがわいていない、こちら側の周知不足なのかとか、いろんな理由が考えら



5

れるわけですけれども、そこをより詳細に把握していきたいと考えています。

もう１点が、３ページからになりますが、今回きらりあのアンケート調査で、将来の暮らしについ

てどんな機能が必要ですかという設問がありました。ここでは、食事の提供とか、日常的な生活面の

フォローという項目が上位に来ています。

今回、１月のグループホーム説明会のアンケートでは、少し聞き方を変えて、グループホームで暮

らす上で課題となることがありますかという設問を設定しました。項目はほとんどきらりあへのアン

ケートの時と同じですが、同居利用者との人間関係、職員との関係、費用面という項目を追加で入れ

ています。その結果、同居利用者との人間関係が課題という回答がトップになりました。もともと、

きらりあへのアンケートを設定した時に想定していなかった同居利用者との人間関係が、課題として

トップにあがりました。

４ページをご覧になってください。グループホーム説明会のアンケートで自由記述で書いていただ

いた意見になります。重度の障害がある方に対応できるグループホーム整備してほしい、身体に障が

いのある方に対応できるグループホーム、女性用のグループホームを整備してほしい、個々の状況に

対応できるオーダーメイド型でつくってほしい。そういった要望をいただいています。

グループホームで暮らすために課題となってること、壁になっていることは、まだまだ私どもが想

定しきれないほど多岐にわたることがわかってきました。来年度のアンケート調査では、障がい特性

等に応じて、グループホームを利用する上で抱えている課題をより詳細に把握して、今後の政策につ

なげていくための設問を設定したいと考えているところです。

以上で議題１の説明とさせていただきます。

サブリーダー：ありがとうございます。

補足ではないのですが、たまたま今のところが私どもの施設だったものですから、私どもの施設の

年齢が関係あると思うんですよね。今、平均年齢が三十三点ちょっとですので、親御さんが、おそら

く 50 代から 60 代。で、５年以上先とか、先はわからないという今のこの数字が出てきているとい

うことはあると思うんです。私ども、今利用者が 105 名いて、グループホームから通われてる方が

４名だけになっております。

今の説明の中で何かご意見等ありましたらお願いいたします。

株式会社ダイム：ダイムケアです。質問ですけど、12 ページのグループホーム入居に際しての減免等で、

国の事業、市事業として家賃の助成というのが出てるんですけれど、これは、たとえば、先に１万円

減って、残りで、仮に非課税の方であったら、２分の１、２万円を限度で出すというふうに、併用で

きるものなんですか。あとは、国基準のほうは、非課税世帯とか対象があるのかどうか。

事務局：はい。障がい福祉課です。今の、グループホームの減免というか、家賃助成に関してですけれども、

まず、国のほうから、補足給付ということで１万円引かれます。で、引かれたあとの金額の半額を、

市のほうで助成という形になりまして、その限度が２万円という形になります。以上です。

株式会社ダイム：ごめんなさい。もう１個の、国も課税、非課税とかっていうものであるんですか。国にも

対象があるんですか。

事務局：国のほうは、グループホームに入っている場合は、ここに書いてありますように、１万円の補足給

付というのはありますので、そちらのほうは受けられる形になります。

株式会社ダイム：なるほど。

事務局：はい。課税・非課税のほうは関係ないです。

サブリーダー：よろしいですか。ほかに、はい、どうぞ。

浦安手をつなぐ親の会：浦安手をつなぐ親の会です。９ページのサービスの見込量なんですが、27 年度を
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80 という見込みで、今、46。だいぶ遅れてるように思うんですが、この辺は何か、100 にしていく

にあたって考えてらっしゃることがあれば教えていただきたいなと。

事務局：事務局です。こちら市内限定ではなくて、市外の利用の方も中にはいらっしゃるので、その方も含

めた数になります。今おっしゃったように、浦安の場合は、まだ 40 ちょっとの定員しか整備できて

ないということもございまして、市のほうもできるだけ、市内にもグループホームを整備していかな

くてはならないと考えてまして、たとえば、施設整備にかかる費用を補助しますとか、そこの運営に

かかる費用を補助しますというような補助形態を取って、運営事業者側に負担が少ない形で整備のほ

うは進めているということです。

浦安手をつなぐ親の会：じゃあ、特に遅れている、計画よりだいぶ遅れているということではないというこ

とですか。

事務局：事務局です。やはり計画よりは、特に市内の事業所が進んでないので遅れてることが課題というこ

とで、１月 22 日の説明会の実施にもいたっています。また、市内の事業者のほうからも、整備すべ

きかどうかのニーズがなかなか見えてこないという課題もありましたので、22 日、説明会後、個別

ブースも設けて利用者さんとの相談の場をつくって、実は市内の事業者さんからも２か所、市内に今

後増やしたいという申し出が来て、今年度少し増える見込みがついたところです。

ただ、それだけではとても増えない。特に重度の障がいのある方、説明会の時にもお話ししました

が、区分４以上の方が浦安市内の定員 46 に対して、実利用が１名だけという、重度の障がいの方が

浦安市内のグループホームが利用できていない実態がありますので、ここをなんとか解決しなきゃい

けないということで、これから市内に重度の方が住めるグループホームを市として整備していこうと

いう計画になっていまして。この次の議題の、地域生活支援拠点のところでまたご説明させていただ

きますが、施設整備についても計画をし始めているところです。

サブリーダー：よろしいですか。ほかに、はい。

ＮＰＯ法人カプア：NPO 法人カプアと申します。このグループホームは、市が把握してらっしゃるのは、

総合支援法の中のグループホームですよね。それ以外に、非合法とういか、そういうグループホーム

については、市はどう把握されてるのかお聞きしたい。

実際、私が関わった事例で、市内にあるアパートの一部屋を借り、一室を借りまして、そこに入っ

たときに、障がいをお持ちの方３人入っていて。「グループホームですか」と聞いたら「そうじゃな

い」と。一応、ルームシェアという形にしてここを借りていて、そこに世話人が来てヘルパーが援助

してるとおっしゃったんですね、ケアマネの方が。

そういうホームは実際にあると思うので、市のほうで把握されてるかどうか教えてください。

事務局：すみません。市として把握しておらず、今、初めてお聞きしてます。

ＮＰＯ法人カプア：うちを利用された方だったんですけど、今は全然利用されてないのですが。その方を含

めて３人とも車椅子だったし、２DK のアパートに一部屋に２人いて、一部屋は１人だったんですね。

ですから、この施設基準である、7.43 平米ですか。全部クリアしてるかどうかわからないですけど。

そういうところがあって、実際、私が見たのは１か所なんですけど、それ以外にもあるようなことを

ケアマネの方がおっしゃっていたので。

ですから、そういう部分を。たとえば施設基準に達してないと、老人ホームなんかでも火事ありま

したよね。ああいうことがあった場合にすごく不安だなというのがあるんですね。

事務局：私たちも今日初めて聞いたお話しなので、どの場所にあるとか、その状況も個別に教えていただい

ていいですか。

ＮＰＯ法人カプア：はい。
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事務局：はい。

ＮＰＯ法人カプア：あと１つ、すいません。細かいことですが、議題１資料２の１ページのところで、「希

望をしているに丸をつけた方におうかがいします」になってるのに、計 37 人となっていて、上の表

の回答者と同じ計になっていて、おかしくないですか。

事務局：申し訳ありません。後ほど訂正させていただきます。

サブリーダー：ほかには、よろしいでしょうか。

ちょっとすいません。このアンケートを見て思ったんですけど、希望しているっていうのは、おそ

らく、施設がないからグループホームしかないだろうという親御さんの気持ちだと思うんですね、お

そらく。完全に市は施設をつくらないっていう方針でやられてるということでいいんですよね。

事務局：計画上は施設つくる計画になっていません。現在の障がい者福祉計画上では、施設整備等の計画は

今のところないということです。

サブリーダー：議題２のところで説明があるのかもしれませんけど、地域生活支援拠点の中で障がい者施設、

グループホームか支援施設みたいな考え方がありますよね。それも今のところ考えてないということ

でよろしいですか。

事務局：はい。

サブリーダー：はい。わかりました。

浦安手をつなぐ親の会：今のアンケートのところですが、１月 22 日の説明会に参加させていただいたんで

すが、最初のお話の中で、今すぐという希望をしている方はあまりいないという捉え方をされてるよ

うなお話をされていて、ただ、自分のことなんですけど、今すぐと５年以内というのは、もう５年以

内は、今すぐから最低でも５年以内でというふうに思っている、そのアンケートを書いた親の希望と、

取り方が違うのかなと説明会の時にも思いまして、最低でも５年以内というふうに取っていただいて、

人数まとめると入りたい人すごくいるんじゃないかなと思いました。

サブリーダー：ほかにはよろしいですか。なければ、議題２に移りたいと思いますので。平成 28 年度の議

題について、地域生活支援拠点について等、説明のほうお願いいたします。

事務局：はい。障がい事業課の福島です。地域生活支援拠点について、経緯から、また機能、設備について

ご説明させていただきます。

まず、今までの経緯につきまして、地域生活支援拠点につきましては、自立支援協議会で国の障が

い者を地域で支える体制づくり、モデル事業等を参考に平成 22 年から地域の支援体制について検討

してきました。

その後、平成 26 年３月に、国より地域生活支援拠点について、平成 29 年度末までに各市町村ま

たは、各圏域に、少なくとも１つは整備することを基本とするとの基本指針が出され、平成 26 年度

には自立支援協議会の地域生活支援部会から障がい児・者の地域生活推進のための地域生活支援拠点

整備についてのお願いが提出されたところです。

また、平成 26 年度に策定した浦安市障がい者福祉計画。こちら、27 年から 29 年度につきまして

も、本市の実状に応じた地域生活支援拠点を整備し、家族との同居、１人暮らし、グループホーム等、

一人一人が希望する地域生活を支援することを目標に掲げております。

地域生活支援拠点の機能につきましては、相談支援、体験の場や機会、緊急時の受け入れと対応支

援の専門性、地域の体制づくりが求められております。

また、本市のグループホーム、ショートステイの課題も踏まえて、重度障がいの方も安心して利用

できるグループホームなど、24 時間 365 日稼働する施設を併設することでより機能が強化され、効

率的な拠点になると考えております。
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地域生活拠点の整備につきましては、本市において高齢化が進んでおり、同居家族の高齢化、親亡

き後までを見据えて、安心して地域で生活することの要となる、障がいのある人のきめ細やかな拠点

づくりは、昨年の、市長選挙の際の政策公約集にも掲げております。

障がいのある人一人一人が希望する地域生活を実現するためには、緊急時の駆けつけや専門的な支

援の提供が必要なことから、福祉の拠点であるシビックセンター東野地区に重度障がいのある人も安

心して利用できるグループホームを併設した地域生活支援拠点の整備を計画しております。また、合

わせて、障がい福祉関係団体の活動の場、市民との交流の場も整備し、地域住民の利用できる開かれ

た拠点にしたいと考えております。

今後、自立支援協議会、重度障がいの方のご家族や当事者団体等の皆様からご意見を踏まえ、平成

28 年度に設計、平成 29、30 年度に建設工事を行い、平成 31 年度４月オープンを目指して計画を進

めて行きたいと考えております。なお、平成 28 年度の予算要求につきましては、東野地区複合福祉

施設の設計業務委託費を計上したところです。

簡単ですが、地域生活支援拠点の説明となります。

サブリーダー：ありがとうございます。

これは、本当はもう、障がい者福祉計画の中に入ってるんですけども、前の地域生活支援部会で一

応提案をさせていただいたという形になってまして。その中身を来年度以降、お話をしていくという

ことになると思うんですけども。

絵がわからないんじゃないかな。絵のシートを次回でもお配りいただければイメージがすぐわくと

思うんですけども。要は、今言ったように居住支援と地域支援みたいな、２つの形があって、その中

に、グループホームを併設する形とか、または障がい者支援施設を併設する形みたいな、２つのタイ

プのモデルがあるんですけども。そこにいろんなものが組み合っていくという形なんで、次回お配り

いただいたほうが、皆さんにはわかりやすいんじゃないでしょうか。

28 年度の議題について何かございますでしょうか。

株式会社ダイム：ダイムケアです。今、議長がおっしゃった書類、見た覚えがあるんですけれど。同一敷地

内でやるか、それとも別のところでやるかという話になってたと思うんですけれど。今、東野という

言葉が出たと思うんですけれど、あの時、「東野なの？」という話になったら「まだ場所は決まって

ない」という話だったと思うんですけれど、東野に決定なんでしょうか。

事務局：事務局です。市の考えとしては、全体の市が使える土地の状況を踏まえて東野地区がいいだろうと

いうことで、方針は決定していますが、今回初めて３月の市議会にこの予算を出していきますので、

正式には市議会の審議を経て予算がついて計画がスタートするということになります。

株式会社ダイム：ダイムケアです。東野で決定で、東野を前提として予算を出すということですか。

事務局：はい。事務局です。東野地区に整備するということで予算を要求しました。

株式会社ダイム：じゃあ、あの時点ではまだ東野と決定してなかったけど、今、東野になった。東野と言っ

たときに、空き地と言われても思い浮かばないんですけれど、どこを考えておいででしょうか。

事務局：事務局です。今空いているところは、ゆうあいと障がい者福祉センターきらりあの近くにある畑に

なっている部分は空いてますが、そこと、旧福祉作業所を活用している福祉施設ゆうあいもだいぶ古

く、建て替えになります。あと、教育委員会の施設でしたが、給食センターについてももう移転して

ますので、ここも壊していくことになります。そういった古い施設を壊して、空いたところに複合施

設を建てていくという考えです。

株式会社ダイム：ダイムケアです。皆さん、目の前にない資料のことで話すことになって大変だとは思うん

ですけれど。
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あの時、そこの敷地内に全部置くのか、それとも、敷地に拠点のようなものを置いて別のところで

やるのかっていう話が２つあって。で、国のモデルとして、同一敷地内でやるモデルと同一敷地でな

いところでやるモデルがあったと思うんですけど。今の話で行くと、同一敷地内。で、その時は、結

論出なかったと思うんですけれど。同一敷地内でやるっていうことにも、決定した形で、それを動か

すという、それを話するということになるんでしょうか。

事務局：事務局です。同一敷地内にあるというのは、グループホームのことでしょうか。

株式会社ダイム：グループホームでなくて、あのときの絵にあった、同一敷地内でやるのと、そうでないの

というモデルありましたよね。

事務局：事務局です。地域生活支援拠点の機能については、一体的に整備したほうが効果的だろうという判

断に市の中でなりましたので、土地の有効活用といったところからも、本当に、市が使える土地かな

り限られていて、ありませんので、東野地区の土地を有効活用して、この中に一体的にすべての機能

を盛り込みたいと考えています。

株式会社ダイム：ダイムケアです。ごめんなさい。場所は東野で一体型で考えるというところの上のことを

28 年度に考えて、議題にしたいということでしょうか。

事務局：はい。機能について具体的なご意見をいただきたいと思っております。

株式会社ダイム：了解です。

サブリーダー：よろしいですか。すみません、何を言ってるかわかりにくいかもしれませんけど、絵がなく

て。ほかに何かご質問、ご意見等ありましたらお願いいたします。議題って、これ以外でもいいです

よね。これで１年間できるんですか。

事務局：地域生活支援部会につきましては、今年度の当初に、27 年度、28 年度の運用ということでご報告

させていただいてまして、課題については、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暮らし全般に関する事項と、かなり幅広く課題については示

させていただいたところです。で、この中で、１つ、市のほうからのご提案ということで、施設計画、

建設が始まるますので、地域生活支援拠点について具体的な機能のご意見を 28 年度いただきたいと

いうことで、ご提案させていただいたところです。

ただ、課題はかなり多岐にありますので、このほか、本日委員の皆様からいろいろ出していただい

た課題等についてもまた、新年度の議題にしながら見ていきたいと思っておりますので、ご意見をお

願いいたします。

サブリーダー：年 4 回しかないのに、そんな大きな課題を追うこと自体が無理なんじゃないかと思うんです

けども。かえって絞ってのほうがいい気がしますけども、いかがでしょうか。あの、年４回やりまし

て、一応、答申を出さなきゃいけないんですよね。そうすると当然、前年と来年度含めて答申を出す

ということになると思うんですけど、当然今のような広範囲では、僕は無理だろうなと思うんですよ

ね。地域生活支援拠点１つだけでやっててもいいような気がするんですけども。それを取られちゃま

ずいんですかね。どうでしょうか。

事務局：事務局です。メインはそこに当然なってくると思います。あと次の議題でご説明します人材確保に

ついても、引き続き皆さんにもご検討、新年度もいただくことになると思いますので、市のほうから

のご提案という形ではこの２つ、皆様にご検討いただきたいと考えております。

サブリーダー：おそらく、人材不足もすごい大きなテーマですけれど、そんな簡単にいくもんではないと思

ってますので。反対に言えば、もうこの２つだけで手いっぱいかなと思うんですね。いかがですか、

和洋女子大学。

和洋女子大学：はい。今までいろいろご意見お聞きしてまして、大きくは、地域生活支援拠点と人材不足の
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件でよろしいんじゃないかなと思いますが。グループホームは、引き続き、いろんな課題があるかな

と思いますので、これは、拠点のところの話の中で、また検討していけばよろしいのかなと。大きく

２つでよろしいんじゃないですか。

サブリーダー：はい。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：すいません。視覚障害者の会「トパーズクラブ」です。今、私たち

もゆうあい使ってますけど。一応建て直しということも。前に私の行ってる頃に、そういうことにな

ったんです。震災がありまして、ちょっと延びちゃって、またその話が持ち上がったっていうんです

けどね。

今、聞いてて。目が見えないもんで、あまり詳しいことわからないんですけど。その、障がい者の

拠点とか機能についてっていうことを、今、事務局のほうから聞いたんで。私たちが今使っているゆ

うあいのその部屋には、パソコンやったり、マッサージ用のお部屋を借りたり、それから、聴覚障が

い者が手話とかを習うとかって、そういうのも別にやってるとかで。機能の件では、そういう場所も

提供するっていうことは、話はできないんでしょうか。ちょっと自分の頭で考えて、聞いたんですけ

ど。

あくまでも、たとえば、グループホームとかの障がい者全体で、そういう、障がい者そのものが、

生活のための楽しみっていうか、障がいを持つ人がそれを利用して、ここで何かを覚えたり。たとえ

ば手話とかね。それから録音室。今、私たちは見えないので、口語とかすべては録音してもらってる

んですね、朗読グループに。なんかその辺はなかなかうまく使えないということで、ボランティアの

方に聞いたもんでね。そういうことなんかも、施設がもし新しくなるとしたら、そういう場所を確保

することはできないんでしょうか。ちょっと聞きたいんですけど。

サブリーダー：事務局。

事務局：事務局です。地域生活支援拠点というのは、相談の場ですとか、緊急時の受け入れとか、そういっ

た機能ということで決まっているんですけれども。浦安市では、その拠点と併設して、グループホー

ムといった複合施設にしたいと考えています。その複合施設の中の１つのものに、障がい者団体、皆

さんの活動の場。今のゆうあいの機能についても盛り込みたいと考えておりますので、予算の審議が

終わりまして、正式に予算がスタートしましたら、自立支援協議会でもご意見聞きますが、当事者団

体の皆様からもご意見を聞きながら、施設整備のほうは進めていきたいと思っておりますので、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：わかりました。ありがとうございます。

サブリーダー：ほかにご意見はないでしょうか。はい、ＮＰＯ法人あいらんど。

NPO 法人あいらんど：あいらんどです。グループホーム、２つ目、３つ目をすごく考えていて、先日のグ

ループホーム説明会でどのぐらい実際入る人がいるんだろうっていう、そのような想定で資料つくっ

たんですけれども。結局、あれば体験で入りたいとか。あとはどんなふうになるか、実際、今、生活

してる人はどんなだろうとか、そういうような内容をすごく知りたいっていう方がいらしたように、

この間のグループホームの説明会では感じました。

で、あの時、あいらんどのプレゼンを、うちの理事がやってくれたんですけれども。結局、世話人

さんと利用者さんで、オリジナリティーのあるグループホームをつくっていくっていうので、来て下

さった方は、共鳴してくれた方もたくさんいらしたんですけれども。

実際、ついこの間、千葉県のグループホーム大会っていうのに参加してきたんですけれども、やっ

ぱり、結局、郡、郡部というか地方というか。浦安はやはり独特で、なんでグループホームがこんな

にできないかとかっていうのが、だんだん見えてきたんですね。結局、必要に迫られて、どんどん一
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事業者が７つも８つもつくってきたっていうのがほかはあったんですけれども、浦安でなんでこんな

にできないかなと思ったんですけど。３年前にうちがつくったときになかなか定員が埋まらなかった

っていうのは、課長に何回も相談さしあげて。実際、体験で入った方がそのまま入居者になったって

いうことだったんですよね。

で、重度の人のをつくってくれないのかとか、いろいろおっしゃるんですけれど、結局、利用者さ

んと世話人さん、あとは事業所でつくりあげていくものなので、なんでしょうね。本当に歩みよって、

本当に欲しいのよねっていうふうに言ってくださる方がいない。結局、体験はしたいけれども、体験

したあとやめたっていうのがあると、事業所としては成り立っていかないっていう。あの、初期投資

があったとしても、実際きちっと入って生活してくださる。そこにヘルパーさんがいたり、世話人ス

タッフがいたりっていうことでつくりあげていく。一番中心になる利用者さんがいないと積み上げて

いけないんですよね。

だから、結局、親御さんが今頑張って、自分のお子さんなり、利用者さんなりを抱え込んで、今の

ところいろんなサービスを使いながらやってはいけてるっていう現状があるので、１人暮らしでぽん

とはじけた方が入るっていうような流れで、どんどんほかはできていっちゃって、20 も 30 もある。

グループホームがたくさんある。

でも、浦安の場合は、住宅も結構満たされていて、あとは規定内の一戸建てのおうちがないんです

ね。結局、一戸建て探したところ、一戸建ての空き家があったとしても、とても大きすぎて、県の規

程にははまらないんですね。だから、そういう意味では、本当に事業者がグループホームをつくりに

くい状況が浦安は独特です、本当に。で、あんなに地震で大変な思いしたけれども、立派な建物、立

派な道路っていうのができているので、本当に、外から見ると、あまり困ってなく見えるんですよね。

だから、実際、この間一番最初に、手をあげて、説明会のときに、ショートステイでもなんでも遠

くに行って預けなきゃいけない。浦安でどうして見てもらえないんだろうっていうのが、私は一番最

初にズキッときて、やはりつくらなきゃなってすごく思ったんですね。だから、何が今必要で何がい

らないかっていうよりは、必要なものをもっともっと親身になってぐいぐい言ってくださらないと、

オリジナリティーのあるグループホームはつくれない。

車椅子用のリフトがあるからここは入れるだろうじゃなくて、ほかの、リフトだらけのグループホ

ームのプレゼンされた県のグループホーム大会で、本当に天井にいっぱいリフト、レールがあって、

そこで下にベッドが３台あって、そこで元気に仲よく、素敵に暮らしてる利用者さんが、本当に区分

６ぐらいの方が普通に暮らしてらして。「ここは僕が死ぬところです」とかっておっしゃっていて、

すごくご家庭の方も安心してるんですね。

だから、きっと昨日今日できたんではないけれども、少しずつできていったんだろうなっていうの

があるので、アパート借りました、はい、グループホームつくりました、はい、入ってくださいでは

なくて、どうしても本当につくってほしい。そうしたらすぐ入るみたいなのがあれば、もう赤字覚悟

でつくりますので、ぜひぜひそういう声を聞かしてほしいなって、この間、説明会ではすごく期待し

てたんですけれども、全体会ではすごく質問されてたけれども、個別の相談っていうところでは、や

はり、体験で入りたいんですよねっていう感じだけだったので。なんか、迫ってる感がないというか。

だから本当に実際、３年で 100 つくりたいって言っても実現が難しいのかなって思うんですね。

あとは、浦安の事情として、なかなか物件持ってる方が、グループホームっていうと、障がいのあ

る人たちに対しての理解がまだまだ薄いので、我関せずというか、「本当困ってるんです」って言っ

ても、「あんただけでしょう、困ってんの」みたいなところで、伝えきれないっていうか。

そんなことで、なんでできないんでしょうねって、数字だけ見ると本当にできないなとは思います
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けど、そういう事情があるんですよっていうことを言いたかったです。すいません。

サブリーダー：ありがとうございます。

うちの施設もそうですけど、うちの施設しか利用しない利用者さんが７割近くいるんですね。つま

り、ほかのサービスを利用する機会が少なくて、そうするとやはりステップを上げていくのが非常に

難しいと思うんですよね。もう一つが、やはり、宿泊訓練みたいなものがあまりないということもあ

るとは思うんですけども。もう少しそういう訓練なんかも、できてくれば。大体がもう親御さんが倒

れてから考え出すみたいな状況、親御さんがもう無理っていう状況までは自分たちで見られるところ

まで見ようというのがちょっと強くて、その辺の意識をもう少し変えていかないと難しいような気が

するんですね。

ほかに何かありますでしょうか。はい、どうぞ。

浦安手をつなぐ親の会：浦安手をつなぐ親の会です。市の方にアンケートを取っていただくときに、今すぐ

入りたいっていう方とか５年以内に入りたいっていう方に関しては、区分もしっかり把握してほしい

と思うし、その方の名簿をつくるじゃないですけど、希望者に関しては、もう登録をされてもいいの

かなと思うんですが、いかがでしょう。

事務局：そういうご意見もうかがいながら、できる方向で考えていきたいと思います。確かに、グループホ

ームに実際入りたいっていう方の、待機とかそういうところは市のほうでも管理できてないところも

ございますので、どれくらいの方が待ってらっしゃるのかとか、どんなグループホームをどういう形

でつくってもらいたいのかっていうは、来年度以降、当事者の方からお話聞いていきたいとは思って

おります。

サブリーダー：よろしいでしょうか。ほかにございましょうか。

NPO 法人あいらんど：すいません。参考になるかわからないですけど、がじゅまるさんなんかは、他市で、

もうぎりぎりで、「待ってる人がいるから、もしあいらんどさん作るんだったら一番最初教えてくだ

さい」みたいな。１週間に１回ぐらい電話かかってきますね。「物件見たって聞きました」とか、「女

性につくるんですか、男性につくるんですか」みたいに。結局、行くところがなくて病院から退院で

きないとか、あとは、虐待という言葉使っていいかどうかわからないんですけれども、ご家族の中で

どうしても一緒に住んでいられないから、早くワーカーさんとしては離してあげたいんですけれども、

住むところがないとか。

で、今、私がつくろうとしてるのは浦安のグループホームなんですよ。「無理です、市川の人」と

かって言ってしまったりしたんですけれども。結局県の指定を受けるわけなので、市川の人だから拒

否するっていうわけにいかないですけれども。

そうすると、このアンケートの浦安の待機の方、入りたいっていう人の数が、全然、もしグループ

ホームつくったとしても減らないなみたいなことがあるので、本当に、実際数を把握してるのはがじ

ゅまるさんです。

で、浦安はいないってことだなっていうのがあからさまにわかるんですけれども。具体的な数字は、

私はわからないです。今、７人の人がすごく困ってます。たった４人の施設つくっても足りないです

よね、みたいなことおっしゃっていて、アパートとかはどんどんどんどん。市川では、すぐグループ

ホームにしたいくらいだけどできないみたいなことおっしゃってますので、その、名簿らしきものが

あれば、踏み出すのに勇気がいただけるかなと思います。以上です。

事務局：事務局です。グループホームはすごく難しくてですね。その方に合せた生活スタイルがあって。だ

から、たとえば、このグループホームであれば入りたいとか。やはりこのグループホームだと、当事

者とかご家族の方は適してないというようなこともございますので、その待機の部分ももちろん、私
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たちもどれぐらいの待機があって、その方はどんなニーズがあるのかを、ここで拾っていきたいなと

思うんですけれども。そういう一面もあるということです。

サブリーダー：はい。

浦安手をつなぐ親の会：浦安手をつなぐ親の会です。そうであれば、なおさらこれからつくるのであれば、

今欲しい人と事業者の間をつないでいただく役目っていうのをしていただかないといけないのかな

っていうふうに思うんです。

事務局：今、お話あったように、今回、１月 22 日にグループホームの説明会って、事業者側のグループホ

ームの紹介ではあったんですけれども、市の狙いの１つとして、今、どんなグループホームがほしい

のか。入りたいグループホームはどんなものだろうと聞きたかった部分もあってですね。私たちの仕

掛けが、時間の関係もあって、あまり深くまで聞けなかったのかなと考えているので、来年度以降も

あのような形で、もう少し当事者の方であるとか親御さんが、発言というか、こんなグループホーム

をつくってもらいたいという意見が言えるような、そういう会なり、講演会なり、説明会なりを考え

ていきたいなと思っております。

サブリーダー：はい。よろしいでしょうか。

和洋女子大学：和洋女子大学です。普通、そういう切実な、今困ってるんだという話がある場合、通常であ

れば、相談支援のほうに相談が集まっていって、先ほどがじゅまるの例があったんですけれども、そ

ういう形で、相談支援のほうに集まっていくのが、通常かなと思いますが。浦安のほうでは、そうい

ったことがあるのかないのか、お聞かせいただきたいんですけど。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：相談事業所の人ってほかにもいますよね。はい。パーソナル・

アシスタンスともです。たぶん基幹をやっているのでご指名なのかと思いますが。

当然ながら、そういうニーズはあります。ただ、たとえば強度の行動障がいの方だったり、ってい

うことで、そこは、相談員さんたちが直接事業所に働きかけて「満員です」と言われることもありま

すし。当然事業課や福祉課のほうに、お話を持っていっているってことがあります。

ただ、先ほどからお話に出ているように、このアンケートとしての数字と、その逼迫している状況

っていうのは、きっとかい離があるでしょうし、正確にグループホームに入りたいんだけどっていう

単発の話を羅列しているわけではなくて、そのときどき逼迫したものが相談に入ってきて動いていっ

て、定着していくっていうか、住まいが見つかっていく。もしくは、どうしても地域では見つからず

に違う方法になるっていう流れなんですけど。

ほかの事業所さんたちはどうですか。そうじゃないですか。

社会福祉法人サンワーク：ソーシャルサポートセンターですと、精神の方なので、今まで、運よく入れたっ

ていう方が多かったです。今、グループホームに入れていただいてるんですけれど。あと、精神の方

なので、あと１人暮らしができるっていう方も結構多いので、まあ、グループホームだけに限らない。

で、グループホーム待ちで何人いるっていう状況は、うちはないです。

サブリーダー：はい。ありがとうございます。あいらんどさん、どうぞ。

NPO 法人あいらんど：がじゅまるさんにはかなりお世話になっていて、利用者さん同士のこと、あとは世

話人の勉強会っていう意味では、がじゅまるさんが常に 10 日にいっぺんぐらいはグループホーム訪

問してくれてます。「なんか困っていることない？」って。「常に困ってるからまた来てください」み

たいな感じで、だから利用者さん一人一人のこともすごくご存じですし。で、「やっぱりサテライト

つくんなきゃ駄目かな」的な。「この感じの人間関係だとちょっとまずいですよね。サテライト考え

てもいいですかね」とか、そういうこともすごく情報持っているので、すごく頼りにしていますね。

なので、具体的に何か新しく、グループホームをつくるとかっていうことになれば、もちろん、市
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の障がい事業課に一番最初に相談して、お金お金お金みたいなところがあるんですけれども。

あとは、一時期空いていたときに、がじゅまるさん経由で、市川の方、成田の方、あとは印旛郡と

か、４人ぐらい体験利用に来られて、そのままもしかしたら入居になるかなっていう感じの方もお２

人いらしたんですけど。天秤にかけては申し訳ない。やはり浦安の人だよなと思って、結局浦安の人

に入っていただいたりして、２週間ソーシャルっていうか、精神障がいの方は、あそこに入れると思

って通われてたんですけれども、浦安の方を優先させてくださいと言って、ごめんなさいした事情が

あるんですね。

今やっぱり、お聞きしたように、ちゃんと１人で暮らされてるっていうことなので、ずっと住んで

いれば１人で住めたのかなっていうこともあったんですけれども、体験した方は皆さん、もう、その

まま入りたいっていうふうになってしまうので。そういう情報、たくさん、がじゅまるさんお持ちで。

あとは、その傾向性だったり、世話人さんのスキルだったり、あとは世話人さんの中でもヘルパー

さんの資格持ってる人はたくさんいるので、そこを「うまく利用しようね」みたいなことをたくさん

教えてくれているので、ちょうど、具体的な本当に、身近での相談がたくさんできるワーカーさんが

いまして、助かっております。

たぶんあちらはたくさん情報を持ってるんだなって思いますんで。で、この間、「浦安のグループ

ホームの説明会ありますよ」って言ったら、ちゃんと来てましたね。はい、そういう感じです。

サブリーダー：はい、ありがとうございます。

22 日、別なことがありまして参加してなくて、職員に行ってもらったんですけれども。ちょっと

今思ったんですけど、１つ。実は私どもの施設で、２年に１回か３年に１回なんですけども、グルー

プホームの見学会希望者を募るんですね。そうすると 50～60 人集まるんですよ。行くのは、全部ほ

かの市なんですね。考えると、僕、浦安市内の見学会もやらなかったことは、まずいのかなという。

見せていただけるかどうかは別として。たくさんは見れなくても、昼間は利用者さんいないから見せ

てもらうとか、OK をもらえればですね。そういう見学会をやる必要があるなと思いますね。これか

らつくっていくのに、イメージを保護者の方に見てもらうのには、そういう機会を設けたほうがいい

のかなと思いました。

ほかにご意見ありますでしょうか。はい、どうぞ。

浦安市自閉症協会：はい、浦安市自閉症協会です。

この地域生活支援部会は就労、働くということも入ってますよね。それがなんとなく置き去りにな

ってるなって、すごい気になって。暮らしというか、グループホームとかっていう話だと結構、年代

の幅の広い人たちのニーズの話なので、ここでずっと続いていくと思うんですけど。卒業してから就

労という時って、またそこも短くて、ここに出てる親の会の人たちも、自分たちの子どもがおさまっ

たら忘れがちになってしまうんですけど、でもそこは忘れずに、ここで話し合っていかなきゃいけな

いし。暮らしって考えたとき、働くことと暮らすことは一緒なので、グループホームって住むところ

だけあっても、仕事がなかったらしょうがないので。

うちの子も就労でいろいろ悩んだとき、やはり、増えてますけど選択肢がとても少ない。で、職種

というか、B 型のところでも、浦安は特に食べ物系がとても多いんですね。うちの子の例になってし

まいますけど、やはり、厳しさが出てくるのがあるので、職種がもう少し増えるといいなっていうの

があるのと。

あと、発達障がいという言葉がすごいブームみたくなって、軽度発達障がいだなんだかんだやって

きた割には、実際にいろんな事業所に行ってみると、昔ながらの知的障がいの人への対応マニュアル

みたいなものに乗っかってるままなんだってことが少しずつ見えてきたりして。本当に長くやってる
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事業所で、成果もあげてるんだろうなっていうところでも、発達障がいの人に関しては結構厳しかっ

たりするのを聞くと、とてもむなしいというか、親が感じてるのと、世の中的に、こうやって認知さ

れてきて、いろいろケアもできてきてって思ってるのと、だいぶ開きがあるなって思ってるんですね。

なので、マニュアルみたいなものを利用してやるのもやりやすかったりするかもしれないですけど、

事業所の人に、発達障がいのある人たちのことを、また改めて、マニュアルばかりじゃなくて、一人

一人やっぱり違うんだからっていうことを、やる機会とか。

あとは、特例子会社的なものを今、２つありますけど、ああいうのを引っ張ってくるとか。具体的

に私も普通の一般市民なのでわからないですけど、働く場の選択肢とかが増えて、本当に、住むとこ

ろがどうのこうのだけじゃなくて、働く場所も近くで見つけられるし、住むところもここに見つけら

れるしっていうふうになると、浦安だけでおさまっちゃうのもどうかなとも思ったりもしますけど。

やはり、はるばる遠くまで行くよりも近いところで、行けるほうが問題も発生しにくい。たとえば近

くに会社があれば、そこで、行って帰って仕事もできるのに、遠くなったことで違う課題が出てしま

って、その人は結局就労が駄目になると、そういう可能性もあったりするので。

やはり、就労のことも暮らしのことと同じぐらい大事だと思うので、ここで取り上げることを忘れ

てはいけないなというふうに思いました。以上です。

サブリーダー：はい。ありがとうございます。１点、今の中で質問なんですけど、昔ながらのマニュアルっ

ていうのはなんですか。

浦安市自閉症協会：浦安市自閉症協会です。私が勝手に、発達障がいが認知されて長いので、発達障がいの

人が就労、B 型とか移行とかありますけど。そういうところに行ったとき、発達障がいのある人には、

知的障がいの人はこういうやり方だけど、発達障がいの人はこういう独特なところがあるからこうい

うやり方ねっていう、応用が利かないんだなっていうか。結局発達障がいの、その癖が強い人ってい

うのは、しょうがないよね、障がいだから治らないよねって、置いてかれるのかなっていうイメージ

があったということです。主観になってしまうので、これ以上私も言いようがないんですけど。

サブリーダー：おそらく、就労やってるところが聞いたらムッとすると思いますよね。というのは、利用者

サイドに合わせて、仕事をしてもらうっていうのは僕らの仕事で、一人一人工夫しなきゃ仕事になら

ないです、これは。大雑把に今言われたと思うんですけども、どこの施設もそうだと思うんですけど、

仕事はもう、本当一人一人違いますから、それには工夫をしてますね、必ず。僕はマニュアルどおり

なんか絶対いかないと思います。まあ、そういう意味かどうかちょっとわかりません。余計なこと言

って、すいませんけど。

浦安市自閉症協会：それもサブリーダーの主観であって、私も、私の主観なので、けんかしてもしょうがな

いんですけど。

サブリーダー：僕は現場サイドで言うと、そうですよということをちょっとお伝えしたいなと思って。

浦安市自閉症協会：全員の方を否定するつもりはないです。でも、私が実体験として、具体例もちょっと出

せないですしね。

サブリーダー：イメージはわかります。なりがちだということも。

浦安市自閉症協会：すべてが、きちんとそういうふうに意識のある人ばかりではなくっていうことはあると

いうことを示唆しただけです。

サブリーダー：はい、すいません。ほかに何かございませんか。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：どうもすいません。グループホームのことなんですけど。実は、知

り合いがグループホーム、子どもさんが行ってて、20 年近く経つんですけど、知的障がいなんです

けどね。
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年とともに少しずつ、いろんな様子が、グループホームの中で変わってきて、一番最初は、そこか

ら仕事に行ってた、何人か行ってて、そこでバスに乗ってお迎えが来て、そこで仕事をして、またそ

こへ帰って来るといったものがあったんですけどね。そこの会社が倒産しちゃって、仕事がなくなっ

ちゃって、結局、今いるグループホームでは仕事ができないっていうんで、グループホームを変わっ

たんです。変わって、そこから今度はまた、違う仕事をして。

で、そのときには、仕事はよかったんですけど、グループホームの中の人間関係がよくなくて、親

が何回も呼び出されて、やっぱり、ここでは、子どもがいられないということで、３回ぐらい変わっ

たんですね。

そういうふうに、今はまだそこに行ってますけども、親がだいぶ高齢になって、今何か言ってこら

れても、自分がもう行けないので。年で、体も悪くなっちゃって。だから、子どものことを心配しな

がら、どうしようかなって、いつも言ってるんですけど。その子どもが、仕事がいつまで続くか、人

間関係。それからやっぱり、本人の、子どもの具合も悪くなったりした場合は、こういうグループホ

ームって入った場合に、変わるってことはできるんでしょうかね。たとえば、ここがあんまりよくな

いからほかへ変わるとかってことはできるんでしょうか。ちょっと、知り合いの人のことで聞きたい

んですけどね。

事務局：事務局です。グループホームについては、あくまでも障がい福祉サービスなので、利用者様の選択で、

選んでいただく。グループホームも必要であれば、もちろん変わっていただくのは問題ないと思いま

す。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：どうも。

サブリーダー：はい。ありがとうございます。ほかにご意見ありますでしょうか。はい。

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・アシスタンスともの西田です。感想という

か、意見になってあまり結果がないかもしれないですけれども。

誤解を恐れずに言うと、先ほどからグループホームの話がずっと出ていて、ニーズの把握っていう

のは当然だと思うんですが。誰が、暮らす場所なのかっていうと、やはり本人が暮らす場所なわけで

すよね。で、本人が暮らす。どこで暮らしたくて、どんなふうに暮らしたくてっていうのは、やはり

自分の意志を言葉で言えなかったり、いろいろあっても、その人の生活史の中から考えた末に、こん

なところで住みたいんだねっていう意思をはっきりさせて、そういう環境を整えていくっていう順番

なんだと思うんです。

私たち、もうそれなりの年ですから。障がい福祉ずっと見てますと、措置の時代から、入所がよろ

しくないとか反対だっていう意見があって、地域っていう話が出てきて、それが、まるで当たり前の

ことだけれど、じゃあ、グループホームが、入所に代わる住まいとなって、今やグループホーム自体

も、食事が同じ時間に食べなきゃいけないとか、いろんな規制が入って、本当にこれが人の暮らしな

んだろうかっていう人も出てきて。それこそ国の方向性としては、住まい方は、意思決定支援という

言葉も出てきてますけれども、いろいろ変わってきている中で、やはりどうやって、本人と。

それから、２つあると思うんですね。お母さんやお父さんが高齢化して、先ほど、サブリーダーが

お話ししていただいたようなことで、親が抱え込んでいて共倒れになることを救わなきゃいけない介

入をしつつ、そのときの住まいが必要なんじゃないかっていう問題もある。それから、私たちの相談

が抱えているような、目の前に本当に困っているんだけれども、どこにも引き受け手がいないってい

う人の、でも親元には置いていけない、置けないっていうところの住まい方の問題もある。それから、

本人たちが選んでいく中で、グループホームがいいとか、嫌だとかっていう問題があるっていうこを、

なんか、やっぱり丁寧に踏んでいかなきゃいけないんじゃないかなっていうふうに思いました。
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それから、やっぱり本人と環境っていうのが、きちんと、あっていかなきゃいけないときに、何度

も、これは来年度の議論になるんでしょうけれども、たとえば行動障がいの方であったり、自閉症の

方であったら、こうやって、住まいを見つけたからここに入ってねではなくて、この人はこんな特徴

があるから、トイレの場所だったり、水の問題だったり、壁の音の問題だったり、いろんな機能をで

すね、部屋も考えながら、その人に合せてつくるところから始めないと、その人にとっての環境とし

ては一致していかないんじゃないかなとか。車椅子の人が入浴するときに、入浴ベットも入らないよ

うなお風呂だと意味がないよねとか。そういう、もっとすごい丁寧な暮らしのことを考えながらやっ

ていく必要が１個あるのかなっていうふうに思ったし。そこを議論していってほしいと思いました。

それから就労のことの浦安市自閉症協会の意見でも、私両方の立場だからよくわかるんですけど、

やはり障がい福祉サービスも、今や消費っていうか、事業になって、サービスになってますよね。そ

うすると、商品を選ぶように、商品と化しているんだとしたら、やはり消費者って賢くならなきゃい

けないんじゃないかなって私は思っていて、それが何かって言うと、きちっと要望することだし。事

業者だから、プロだから、先ほど、サブリーダーが、そんな失礼な、怒っちゃいますよっていうぐら

いな気概でやってる人たちも当然いるし、一人一人合わせている事業所もあれば、やはりそこがまだ

未熟だったりするところもあるかもしれない。

でも、それは、私は、地域がみんな仲良くそれこそ連携して、私は人材不足のところをずっと言っ

てきたのは、人のスキルが上がっていかないと、障がいのある人たちが結局困ることになるんですよ

ね、当事者が。なので、そこはどこかの事業所だけがスキルが上がっても仕方がなくって、みんなで

上がっていくというか、底上げっていう言葉も変ですけど、浦安の事業所は、どこに行っても、いろ

んなことができるねとか、選べるし、スキルもあるし、それでうまく援助していけるよねっていうよ

うな方向性で、やはり地域生活支援拠点とかっていうのは、話されるべきなのかなっていうふうに思

いましたので、感想と意見です。

サブリーダー：ありがとうござます。ほかにはよろしいですか。はい。

和洋女子大学：先ほどの委員のご意見について、親御さんが、その事業所に対して、少し不信感があったっ

ていう、その事実は、結構、重く受け止める必要があって。それは誤解があったのかもしれないけど、

そう思わせたっていう事実があることは、真摯に受け止める必要があるんだろうなと思います。

その上で、相談支援が、今、全員に、プランつくっているっていうことで、なかなか、親御さんが

直接は、事業所さんに意見しにくいようなことがあっても、第三者の相談支援がそこに入っているい

うところは、１つの、この改正のいいところでもあるわけですので、浦安の全体の雰囲気からすると、

利用者さん・相談支援・事業者っていうのがうまく。相談支援を中心に、利用者さんの意見を吸い上

げ、事業者さんがそのニーズに沿って、事業展開していくっていうふうな、流れがうまくできてない

ような。

そんな感想があってですね。来年度以降、そこら辺がもう少し流れるようにできたらいいんじゃな

いかっていうようなところも含めて、来年度以降の議題にしてはいかがかなと思いました。

サブリーダー：はい。ありがとうございます。今、先生の、利用者・事業者・相談支援っていう、その３つ

でヒントになるか。どういうふうにすれば、いい流れになるのか。

和洋女子大学：まず、利用者さんが相談支援に、ニーズをきちんと上げるっていうことなんだと思います。

で、その上で相談支援は、サービス調整会議等開く権限も持ってますから、そこで、利用者さんのニ

ーズをきちんと反映させるといったことができるのは、相談支援の立場だからこそできるっていうこ

とですね。で、事業者さんの、そこで利用者対事業者っていう形で、２者の対立構図にならずに、相

談支援っていうのが間に入って、冷静に話しあえるんじゃないか。



18

また先ほどの話に戻るんですけど、グループホームが、今すぐじゃないにしてもやっぱり、先々ほ

しいっていうニーズも、これもケアプランつくっていれば必ず出てくるはずですので、そういったと

ころもきちんと拾い上げた上で、事業者さんと一緒に、グループホームも、必要に応じて立ち上げて

いくっていうようなことができるだろうと普通思うんですけれども、その辺の流れが、うまくいけば

いいなというところであります。

サブリーダー：はい。ありがとうございます。ほかにはよろしいでしょうか。お時間なくなってきましたん

で、３番目の議題でいいですか？

事務局：はい。障がい事業課の竹森です。ご報告になります。

今までですね、大体 26 年度から、こちらの部会において、人材不足の問題ですね。取り上げて、

アンケート調査を実施したりとか、研修おこなってきたんですけれども。国のほうの報酬単価の改正

等もございますので、そういうものも見ながらですね、来年度申し訳ないんですけれども、引きつづ

き検討を行いたいと思っております。

で、あと報告なんですけれども。今日、お手元のチラシですね。３部ご用意させていただいていま

す。

まず、本日も委員として来ていただいてるんですけれども、ソーシャルサポートセンターのほうで、

映画上映会を実施する予定です。３月 17 日の木曜日、開場が５時 15 分から、上映が５時 45 分から

ということで、場所については浦安市文化会館小ホールになっております。

もう１つですね。「行動障がいのある方の暮らしを支える」ということで、こちらは、新潟県の長

岡市で拠点整備等をおこなってる法人の副理事長であります片桐先生をお呼びして、行動障がいのあ

る方が地域でどうやってみんなで支えていって、ご本人も生き生きと暮らしていけるのだろうという

ような切り口でですね、ご講演をいただく予定になっております。

まだまだ、席のほうはございますので、市内の障がい福祉サービス事業所さんとか、職員さんなん

かはですね、すごくいい機会、きっかけになるかなと思いますので、ご参加いただければと思います。

日時については、平成 28 年の２月 26 日金曜日、18 時 30 分から 20 時まで、会場については浦安

市総合福祉センターの２階会議室になっております。こちら、駐車場のスペースがないので、できる

だけ公共の交通機関を利用してご来場いただければと思います。

あと、基幹のほう。

事務局：「障がいのある人の意思決定支援とは」ということで、３月の６日、日曜日なんですけれども、厚

生労働省の曽根さんをお迎えしまして講演会をいたします。ぜひですね、総合支援法３年後の見直し

に関連してお話をいただけるということですので、ご参加いただければと思います。よろしくお願い

いたします。

事務局：事務局です。人材不足について、今アンケート行ってますので、皆様にご報告させていただきます。

人材不足は高齢者のヘルパー、介護士ですとか、保育園の保育士のほうも人材不足して、各部署に

おいてずっと検討、私たちと同じようにしてきました。浦安の中でも、保育園と高齢者の介護につい

ては、その改善策の１つにならないかということで、住宅の確保について検討をしているようです。

障がい福祉の自立支援協議会等では、検討にはあがってませんが、そういったニーズが、障がい福

祉事業者のほうにもあるかどうかといった、今ニーズ調査をさせていただいております。職員を確保

するために住宅を確保している事業所に対して、住宅費の一部を補助するといったような制度です。

そのアンケートの結果を踏まえて、来年度の人材不足等の検討のほうにもまた参考にしていきたいと

思っておりますので、報告させていただきます。

サブリーダー：はい。ありがとうございます。
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私の法人は、保育園・老人施設。それで、浦安で知的障がいでやってるんですけども。保育の場合、

人来ないですね。全然来ないですね。で、その次来ないのは、やっぱり老人ですね。その次やっぱり

支援員も、不足すると来ません。ヘルパーだけではなく、特に男性の成り手がいなくて非常に困って

るんですけども。私ども、もともと、実を言うと、そういう職員養成の学校がグループがありまして、

そこから声をかけても男性がもう少ないんですね。学生の男性が少ない。で、本当に今、女性も少な

いんですけど、男性も少ない。で、女性は、結構年齢が高かったりして、怒られちゃいますけど。難

しいなと本当にすごく思います。私どもの職員が不足して、そのままになってる部分まだありますん

で、厳しい状況だなと思っております。余計なことですけど。

何か、ほかにご意見ありますでしょうか。よろしいですか。

なければ、ちょっと早くなりますけど、これで終わりにしたいと思います。どうもありがとうござい

ました。これで、今年度お終いになると思います。また来年度、予定表ができるんですよね。どうも

本日はありがとうございました。

一同：ありがとうございます。



平成 28 年 2 月 8 日（月）

13 時 30 分～15 時 30 分

健康センター１階 第１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 4回）

１．開会

２．議題

（１）住まいと生活について

（２）平成 28 年度の議題について

（３）その他

３．閉会



グループホームの設置及び
運営等に関する説明会

平成28年１月22日

浦安市障がい事業課

１．市内グループホームの整備状況について（障がい事業課）
２．市内グループホームの運営について（各事業者）

（１）ＮＰＯ法人タオ
（２）ＮＰＯ法人あいらんど
（３）ＮＰＯ法人フレンズ
（４）（福）南台五光福祉協会

３．質疑応答
４．各事業者ブースでの相談等受付 ～中会議室～

議題1 資料１（１）



障がい者手帳所持者数

各年3月31日現在

平成24年 平成25年 平成26年 全国

人 口 162,679人 162,155人 162,952人 12,711.3万人

身体障害者手帳 2,685人 2,774人 2,837人 393.7万人

割 合 1.7% 1.7% 1.7% 3.1%

療育手帳 598人 626人 660人 74.1万人

割 合 0.4% 0.4% 0.4% 0.6%

精神障害者保健福祉手帳 474人 527人 617人 75.1万人

割 合 0.3% 0.3% 0.4% 0.6%

手帳所持者の合計 3,757人 3,927人 4,114人 542.9万人

割 合 2.3% 2.4% 2.5% 4.3%

※人口は、登録人口

※全国は、平成26年6月総人口、平成26年版障害者白書、平成25年度衛生行政報告例

１



年齢別障がい者手帳所持者数（Ｈ26年1月）

2



グループホームの概要

（サービスの概要）

主として夜間にグループホーム内において、相談・入浴・排せ
つ又は食事の介護その他必要な日常生活の援助を行う。

人
員
基
準

従業
者

世話人 常勤換算で、利用者数を６で除した数

生活支
援員

常勤換算で、次の①から④までに掲げる数の合計数以上
①障害支援区分３に該当する利用者の数を９で除した数
②障害支援区分４に該当する利用者の数を６で除した数
③障害支援区分５に該当する利用者の数を４で除した数
④障害支援区分６に該当する利用者の数を2.5で除した数

サービ
ス管理
責任者

○利用者数が30人以下：１人以上
○利用者数が31人以上：１人に、利用者数が30人以上を

超えて30又はその端数を増すごとに１人を加えて得た
数以上

管理
者

常勤で、かつ、原則として管理業務に従事するもの（管理業務に支
障がない場合は他の職務の兼務可能）

３



設
備
基
準

住居 ○住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民
との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所施
設又は病院の敷地外にある。

設備 ○グループホームは、１以上のユニットを有する。
○ユニットの居室面積：収納設備等を除き、７．４３㎡以

上

定員 ○指定事業所の定員：４人以上
○共同生活住居の入居定員：２人以上10人以下
○ユニットの定員：２人以上10人以下
○ユニットの居室定員：１人

グループホームの概要

○ サテライト型・外部サービス利用型の創設

４



グループホーム（サテライト型住居）の概要

〇地域生活への移行を目指している障がい者や現にグループホームを利用している障がい者の
中には、共同住居よりも単身での生活を望む人がいる。

〇少人数の事業所が経営安定化の観点から、定員を増やそうとしても近隣に入居人数な
ど条件にあった物件がなく、また物件が見つかっても界壁の設置など大規模改修が必要とな
るケースも少なくないとの声がある。

共同生活を営むというグループホームの趣旨を踏まえつつ、１人で暮らしたいというニーズに
も応え、地域における多様な住まいの場を増やしていく観点から、グループホームの新たな支
援形態の１つとして本体住居との密接な連携（入居者間の交流が可能）を前提として、ユニッ
トなど一定の設置基準を緩和した１人暮らしに近い形態のサテライト型住居の仕組みを創設

【本体住居】

世話人による巡回支援

居間や食堂などの
交流スペース

食事や余暇活動への
参加

【サテライト型住居】
※民間アパート等の一室
※サテライト型住居の入居者
が概ね20分以内で移動可能
な距離

５



グループホーム（外部サービス利用型）の概要

６



グループホーム整備の現状（平成25年度統計）

○千葉県 「手帳を持っている方７２人あたり１」

○浦安市 「手帳を持っている方１２９人あたり１」

７



居住系サービスの利用実績

区分 単位 平成24年度 平成25年度 平成26年度

①共同生活介護
（ケアホーム）

人 見込 16 18 見込 40
実績 63実績 20 25

②共同生活援助
（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）

人 見込 12 16

実績 16 18

③施設入所支援 人 見込 55 56 57

実績 58 56 55

浦安市障がい者福祉計画（平成27年度～平成29年度）より

８



区分 単位 平成27年度 平成28年度 平成29年度

①共同生活援助
(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）

人 80 90 100

②施設入所支援 人 55 54 53

居住系サービスの見込量

浦安市障がい者福祉計画（平成27年度～平成29年度）より

９



名称 主な対象 運営法人 所在地 定員

グループホームねこざね 知的
社会福祉法人
南台五光福祉協会

猫実 5人

タオ１・タオ２・タオ３・タオ４・
タオ５

身体・知的
精神・難病

ＮＰＯ法人タオ
北栄
今川

９人
（内サテライト

１人）

ホームフレンズ１・ホームフレンズ
２
ホームフレンズ３・ホームフレンズ
４
ホームフレンズ５・ホームフレンズ
６
ホームフレンズ７

知的・精神 NPO法人フレンズ 今川 2８人

オフタイムハウスあいらんど 知的・精神 NPO法人あいらんど 富士見 4人

合計 ４６人

浦安市内のグループホーム

１０



グループホーム入居に際しての費用

【費用（例）】

○家賃 ４５，０００円～６０，０００円／月 程度

○その他個人負担分
・光熱水費
・保険
・共用日用品費 500円／月 程度
・共益費 1,000円／月 程度

○食費 １食 300円～700円程度

○サービス利用分 3,000円～7,000円／月 程度
（障害支援区分により異なる）

１１



グループホーム入居に際しての減免等

対象 市民税非課税世帯に属する方（生活保護法による被
保護世帯に属する方を除く）

助成額 １ヶ月分の家賃額の２分の１（限度額20,000円）

○グループホーム入居者家賃助成（市事業）

○グループホーム入居者家賃助成（国事業）

家賃 補足給付費

１万円未満の場合 実費

１万円以上の場合 １万円

12



○障害福祉サービス利用料減免制度（市事業）

区分 世帯の収入状況 負担上限額月額
（国）

負担上限額月額
（市独自）

生活保護 生活保護受給世帯 ０円 ０円

低所得 市民税非課税世帯 ０円 ０円

一般１ 市民税課税世帯
（所得割16万円未満）

9,300円 9,300円

一般２ 上記以外 37,200円 18,600円

種別 世帯の範囲（国） 世帯の範囲（市独自）

18歳以上の障がい者 障がいのある方とそ
の配偶者

障がいのある方（本人
のみ）

障がい児 保護者の属する住民
基本台帳での世帯

保護者の属する住民基
本台帳での世帯

（世帯の範囲）

１３



グループホームの設置及び
運営等に関する説明会

事業者施設紹介

議題1 資料１（２）



ＮＰＯ法人タオ

グループホームタオ

2



１ 理念
誰もが互いのもつ様々な個性や能力を尊重し合い、働く喜び・生きがいを共有し、互いに支えあうこと

のできる地域社会を目指し、浦安市に居住する障がいを持つ方に対し、共同生活援助を提供し、もって広
く公益の増進に貢献することを目的とします。

2 対象
障がいのある方

3 定員
9名 （28年1月現在）
2人1部室（3ＤＫのマンションに2人で入居、1人一つの個室）

4 従業員数
管理者・サービス管理責任者 1名
支援員 1名
世話人 2名

5 サービス提供内容
共同生活をするうえでの相談、必要な日常生活上の援助を行います。
・利用者からの相談対応、他関係機関との連携
・食事の提供 朝食・夕食（年末年始を除く）アレルギー食は応相談
・環境整備
・健康管理及び服薬管理等の援助

6 家賃、食費等必要経費
・家賃 50,000円／月
・消耗品費 1,500円／月
・食費 朝食200円 夕食300円

3



4

グループホームの様子



5

グループホームの様子
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グループホームの様子

3ＬＤＫを2人で利用
サテライト型もあり



ＮＰＯ法人あいらんど

オフタイムハウスあいらんど
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１ 理念
サービス利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な生活の場の提供を確保する。

2 対象
女性で知的・精神障がいのある方

3 定員
4名

4 従業員数
14名

5 サービス提供内容
食事準備、提供、服薬管理、服薬、（塗薬含む）見守り、清掃サポート、金銭管理（出納帳）通院、

（整形外科、歯科）、緊急性のある買物、その他

6 家賃、食費等必要経費
・家賃 ３0,000円／月
・光熱費、消耗品費 6,000円／月
・食費 一日1,000円（朝、夜） 日曜日の昼食のみ300円（別途）

8



9

グループホームの様子
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グループホームの様子

浴室

和室 6畳

押入

和室 4.5畳

押
入

ト
イ
レ

玄
関

厨房

アパートの2軒分を4人で利用
浴室

和室 6畳

押入

和室 4.5畳

押
入

ト
イ
レ

玄
関

厨房



ＮＰＯ法人フレンズ

ブレーメンの家フレンズキッチン
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１理念
当会は平成10年より浦安市で障がいがある人もない人も共に生き生きと生活できる、住みよい地域社会づくりを目指し、

任意団体｢市民の会フレンズ」として活動を開始しました。知的障がいのお子さん達が少しでも自立生活を出来るように,と
の思いから調理実習等を行って来た結果、その方たちの働く場ふれあいの場として、平成13年浦安市郷土博物館内｢カフェ
レストランすてんぱれ」を運営する事になりました。平成17年12月NPO法人フレンズを設立し、新規事業として、障がい

がある人の自立生活支援を目的にグループホームを開設しました。

* 障がいがあっても、歳を重ねても、誰もが住み慣れた地域で、その人の望む暮らし方が選べるサービ
スを提供する。

* 従事者が専門性を身につけ、将来の生活の展望が持てる就労 支援、自立生活 支援を目指す。

2 対象
知的・精神障がいのある方
日中活動等、社会活動に参加されている方、して行こうとしている方

3 定員
28名

4 従業員数
9名

5 サービス提供内容
相談、調理補助、服薬確認、生活全般の見守り指導、通院同行、買い物同行、代行、個室、
私物の整理

6 家賃、食費等必要経費
・家賃 37,500 ～ 65,000円／月
・光熱費及び施設管理費 15,000円／月
・食費 夕食 400円～（ご希望により）朝食、昼食は各自で用意、又は申出により用意。
・更新料 2年毎/更新時の家賃１ヶ月相当分
・体験利用 １日/2,000円 食費別

12



13

グループホームの様子
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グループホームの様子
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キッチン・共有スペース 居室

ＬＤＫ
約10.5帖

居室のタイプは複数あり



(福)南台五光福祉協会

グループホームねこざね
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１ 理念
利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営む事ができるよう支えていく。

2 対象
知的障がいのある方

3 定員
５名

4 従業員数
５名

5 サービス提供内容
・食事の提供
・日中活動先等の連絡調整
・日常生活支援（必要に応じて）
・夜間、緊急時への対応

6 家賃、食費等必要経費
・家賃 45,000円 ～ 60,000円／月
・共益費 1,000円／月
・光熱水費 （個別契約にて実費）
・日用品費 1,000円／月
・食費 朝食210円、昼・夕食420円
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グループホームの様子
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１０１号室・１０２号室
子供一時預かり 保育室アリエ

103号室 グループ

ホーム世話人室

グループホーム
20１号室

20３号室
グループホーム倉庫

グループホーム
20２号室

グループホーム
３０２号室

グループホーム
３０３号室

グループホーム
３０１号室

1ＤＫを1人で利用



議題１資料２

1

「グループホームの設置及び運営等に関する説明会」の報告

日時：平成２８年１月２２日（金）１０時～１１時３０分

会場：浦安市文化会館大会議室・中会議室

内容：１．市内グループホームの整備状況について（市から説明）

２．市内グループホームの施設紹介（事業者から説明）

３．各事業者ブースでの相談等受付

出席者数：８２名（内スタッフ １９名）

参加事業者：NPO 法人あいらんど、NPO 法人タオ、NPO 法人フレンズ、（福）南台

五光福祉協会

アンケート結果

回答者 ３７名

（回答率 ５８．７％ ※会場スタッフを除いた受講者６３名のうち）

１．将来的にグループホームでの暮らしを希望していますか。

２．１で「希望している」に○をつけた方にお伺いします。

グループホームでの暮らしをいつ頃から希望していますか。

希望している 28 人 75.7％

希望していない 1 人 2.7％

わからない 6 人 16.2％

無回答 2 人 5.4％

計 37 人 100％

今すぐ 9 人 32.1％

５年以内 9 人 32.1％

10 年以内 3 人 10.7％

わからない 6 人 21.4％

無回答 1 人 3.6％

計 28 人 100％



2

３．グループホームで暮らす上で課題となることがありますか。

（あてはまるものすべてに○）

４．その他いただいた主なご意見

① 重度の障がいがある方に対応できるグループホームを整備してほしい

② 少ない時間から体験利用できるようにしてほしい

③ 身体に障がいのある方に対応できるグループホームを整備してほしい

④ 女性用のグループホームを整備してほしい

⑤ 個々の状況に対応できるオーダーメイド型のグループホームを整備してほしい

⑥ 施設を作ってほしい

⑦ その他

・同居型は難しいため、サテライト型に期待している

・一時ケアセンターの定員 2 名は少なすぎる

・外部サービス利用型のグループホームが増えていけばいい

・年金のみで暮らすのは無理なため、補助金を今まで以上に考えてほしい

・西宮の青葉園（重度心身障害者施設）のグループホームが先駆的ですばらしい



議題１資料３

1

住まいと生活に関するアンケートついて

今年度については、障がい者福祉センターの利用者を対象に「住まいと生活に関するアン

ケート」を実施しました。この結果を参考にして、平成 28 年度、障がい者福祉計画策定に

係るアンケート調査を実施します。

【今年度のアンケート調査結果より】

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 1 将来の暮らし

図表２ 将来の暮らし内訳

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



議題１資料３

2

図表３ 親の年齢と将来の暮らしの開始希望時期との関係

親の年齢 計

20～29歳 0 0% 0 0% 1 5% 0 0% 1

30～39歳 0 0% 0 0% 1 5% 0 0% 1

40～49歳 0 0% 2 17% 0 0% 1 3% 3

50～59歳 1 17% 2 17% 8 36% 7 23% 18

60～64歳 0 0% 1 8% 6 27% 9 29% 16

65～74歳 3 50% 5 42% 6 27% 8 26% 22

75歳以上 2 33% 2 17% 0 0% 6 19% 10

計 6 100% 12 100% 22 100% 31 100% 71

今すぐ 5年以内 5年以上先 わからない

（親と暮らしている方のみ）

【考察】

将来の暮らし方の希望は「グループホーム」が最も多いところですが、グループホームで

の暮らしを始める希望時期は「5 年以上先」や「わからない」との回答が 3 分の 2 ほどを

占めました。

親の年齢と将来の暮らしを開始する希望時期との関係を重ねて集計すると、親が高齢であ

るほど「今すぐ」もしくは「5 年以内」の割合が高くなっています。

来年度のアンケート調査では、将来の暮らしを開始する時期が「わからない」理由を詳細

に把握したいと考えています。



議題１資料３

3

【今年度のアンケート調査結果より】

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○）

図表４ 将来の暮らしに必要な機能

【1/22 グループホーム説明会のアンケート結果より】

グループホームで暮らす上で課題となることがありますか。（あてはまるものすべてに○）

図表５ グループホームで暮らす上での課題



議題１資料３

4

【1/22 グループホーム説明会のアンケート結果より】

その他いただいた主な意見

① 重度の障がいがある方に対応できるグループホームを整備してほしい

② 少ない時間から体験利用できるようにしてほしい

③ 身体に障がいのある方に対応できるグループホームを整備してほしい

④ 女性用のグループホームを整備してほしい

⑤ 個々の状況に対応できるオーダーメイド型のグループホームを整備してほしい

⑥ 施設を作ってほしい

【考察】

グループホームで暮らすための課題は多岐にわたります。

グループホーム説明会のアンケート調査では、重度の障がいがある方、身体に障がいがあ

る方に対応できるグループホーム、女性用グループホームの整備要望のほか、個々の状況に

応じたオーダーメイドによるグループホーム整備の要望をいただいています。

来年度のアンケート調査では、障がい特性等に応じて、グループホームを利用するうえで

抱えている課題を詳細に把握するための設問を設定したいと考えています。


