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平成30年度第１回浦安市自立支援協議会地域生活支援部会 議事録

○「障がい」の表記について

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

（例）障がい者福祉センター、身体障がい者福祉センター など

○委員名の表記について

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

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

１．開催日時 平成30年５月24日（木） 午後１時30分～午後３時30分

２．開催場所 市役所４階 会議室Ｓ２・３

３．出席団体名

社会福祉法人なゆた（リーダー）、社会福祉法人敬心福祉会（サブリーダー）、和洋女子大学

いちょうの会、浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ、浦安市自閉症協会

浦安市身体障害者福祉会、浦安手をつなぐ親の会、千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ

浦安市肢体不自由児親の会どっこらしょ、ＮＰＯ法人タオ、ＮＰＯ法人あいらんど

ＮＰＯ法人カプア、社会福祉法人サンワーク、社会福祉法人南台五光福祉協会、株式会社Ａ.ver

社会福祉法人市川レンコンの会、順天堂大学医学部附属浦安病院、福祉部（部長）

４．議題

（１）平成30年度地域生活支援部会の運営と議題

（２）実績報告

・平成29年度就労支援センター

・浦安福祉事業体

５．講話

「浦安市障がい者福祉計画の実現に向けて

～浦安市に求められる地域生活支援拠点とは」

講師：髙木 憲司 氏（和洋女子大学准教授、浦安市自立支援協議会会長）
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６．資料

（１）議題１資料１ 平成30年度浦安市自立支援協議会と部会の運営及び議題について

（２）議題２資料（１） 平成29年度 浦安市就労支援センター実績報告

（３）議題２資料（２） 浦安福祉事業体活動報告

（４）講話資料 浦安市に求められる地域生活支援拠点とは

（５）参考資料 平成29年度地域生活支援部会 第2回作業部会結果

～住まいの場に係る課題の原因分析結果～

（６）参考資料 市の現状

（７）参考資料 平成30年度自立支援協議会スケジュール
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７．議事

事務局：ただいまより平成30年度第１回自立支援協議会地域生活支援部会を開催いたします。

会議の開催に先立ちまして、今年度の委員に変更がありましたので、お伝えさせていただきます。

福祉サービス事業者、株式会社ダイムから委員としてご参加していただきましたが、退職に伴い、委

員についても退任となります。通常、このような場合は、当該事業所に後任の委員の推薦を依頼して、

新規の委員に委員任期の残存期間を務めていただくことになっておりますが、株式会社ダイムは、委員

退職に伴い当該福祉サービス事業の廃止を届け出ており、後任の委員推薦がかないません。このため、

委員の退職に伴い、委員任期の残存期間が欠員となります。

続きまして、会議を開催する前に、会議の進め方について確認させていただきたい事項がございます。

自立支援協議会及び部会は、会議を公開し、議事録もホームページで公開いたします。特に個人情報

に係る発言等につきましては、十分なご配慮をお願いいたします。

なお、議事録には、発言者が所属する団体名を記載いたしますので、ご了承のほどよろしくお願いい

たします。

当部会におきましては、聴覚障がい、視覚障がいのある方が委員として参加されております。また、

会議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」

の発言の後に団体名と氏名を述べていただき、その後、発言をお願いいたします。

それでは、今後の議事進行につきましては、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：こんにちは。

いつもリーダーに任せっ放しで、サブリーダーも少しは補佐をしろということで、今日は私が進行を

させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

それでは議題１「平成 30 年度地域生活支援部会の運営と議題」について、初めに事務局から説明を

お願いします。

事務局：議題１について説明いたします。資料１をごらんください。こちらは、５月 10 日の自立支援協議会

において配付したものと同様のものとなっています。協議会での報告を交えつつ、地域生活支援部会に

かかわる部分について説明いたします。

まず、１ページ目です。

こちらでは、改めて自立支援協議会の組織と目的について説明しました。協議会の目的は、地域にお

ける障がい者等への支援に関する課題について情報を共有し、関係機関の連携を図るとともに、地域の

実情に応じた体制の整備について協議することです。

組織としては、協議会本会の下に権利擁護部会、こども部会、相談支援部会、地域生活支援部会、本

人部会の５部会を設置しています。自立支援協議会の委員はいずれかの部会に所属して、部会のリーダ

ー、サブリーダー等を務めていただくこととなっております。

加えて、各部会の目的と主な議題について説明しました。こちらの地域生活支援部会の目的ですが、
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障がい者の就労・住居等地域生活全般に係る諸問題の解決に向けて協議を行うとともに障がい福祉サー

ビス事業の充実を図ることであり、主な議題としては、障がい者の就労や住まい、地域定着など、地域

での暮らし全般に関することになります。

ほかの部会に関しての説明は割愛しますが、部会ではそれぞれの目的に即して、共通の議題及び各部

会で設定する議題について協議していただくことを説明しました。

なお、今年度の共通の議題としては、昨年度末に障がい者福祉計画が策定されたことを受けて、今年

度は計画の実現に向けてということが共通テーマとなることについて、確認しました。

続いて、２ページ目です。

合同部会の目的、会議の開催回数、報酬等、代理出席、会議と議事録の公開、事務局についてご説明

しました。部会に関するところで申し上げますと、部会の開催回数は年４回を予定しています。また、

該当する委員の皆様に対しては、会議の参加に際し、１回当たり5,000円の報奨をお支払いします。

また、協議会の本会では代理出席は認められておりませんが、部会に関しては、事前の申請により代

理出席が可能です。また、会議と議事録は、協議会も部会も原則公開となります。ただし、個人情報等

に関する事項を審議するときには、会議の全部または一部を公開しないこととなっております。

続いて、３ページです。

会議の進行について、協議会と各部会が連動しながら動いていく連携体制について説明しました。ま

ず、協議会は、部会等に意見収集すべき事項と次回の議題を確認して、各部会へ課題を分配し、協議の

依頼を行います。それに対し、部会では、他部会に意見収集すべきこと、協議会へ提案・報告すべき事

項について確認をし、協議会へ報告・提案等を行います。

なお、障がい者福祉計画との連動という点では、協議会及び部会では、障がい者福祉計画で示した重

点的な取り組み推進のための意見を伺いながら、計画を進めていくということになります。

続いて、４ページです。

障がい者福祉計画の施策体系をお示ししています。計画全体を総合的に進めていくために、重点的な

取り組みとして６つの項目を取り上げております。資料の５ページ、６ページでその６つの重点的な取

り組みについて説明しています。６つの重点的な取り組みのうち、こちらの地域生活支援部会に特に関

係の深い項目としては、２つ目の福祉・生活支援の充実と、４つ目の雇用・就労支援の推進が該当しま

す。

それぞれ説明しますと、まず、５ページの重点的な取り組み②ですが、概要版に掲載した内容を読み

ますと、「障がいのある人が、自身の望むライフスタイルに応じて自己決定を行い、また、自ら意思を

決定することが困難な障がいのある人に対しては、意思決定の支援に配慮しつつ、日常生活などに関し

て自らの意思が反映された生活を送ることができるように、サービス等利用計画の充実を推進し、一人

ひとりのニーズに対応したサービスの提供に努めます」となっています。取り組みの方向性としては、

相談支援、在宅福祉サービスの充実、日中活動の場の充実、住まいの場の充実がございます。

４つ目の点は、６ページになります。
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雇用就労支援の推進は、「障がいのある人が希望と適性に応じて就労すること、社会的・経済的に自

立できることをめざし、障がいのある人が働く環境の整備や就労支援体制の充実を推進します」となっ

ております。

取り組みの方向性としては、障がい者雇用の推進と就労支援体制の充実、福祉的就労の促進がありま

す。そのほかの重点的な取り組みも全部会にかかわってくることではありますが、この２つに関しては、

地域生活支援部会を中心に議論されることになるかと存じます。

続いて、７ページ、８ページ。こちらでは自立支援協議会と各部会の今年度の主な議題案について説

明しました。

まず、自立支援協議会では、共通テーマである障がい者福祉計画の実現に向けて、各部会からの意見

集約を行うことと、計画の進捗管理を行うこと、そして、各部会では協議会と連動しながら議論を行っ

ていただくほか、部会の目的に即したテーマで協議を進めていただくということを確認しました。

各部会の第１回会議では、定例の報告事項のほか、今年度議論する内容について決めていただくこと

になります。その参考といたしまして、７ページ、８ページには、部会ごとに昨年度１年間の協議を経

て、最後の第６回自立支援協議会でご報告いただいた各部会の意見を、そのまま抜粋して載せています。

なお、第２回の自立支援協議会では、各部会のリーダーが第１回の部会での協議の結果をご報告いただ

くこととなっています。

なお、８ページの一番下にあります合同部会ですが、９ページにこれまでの実績を掲載していますが、

28 年度、29 年度については、それぞれ講演会を２回ずつ開催しています。ただし、今年度については、

共通テーマであります障がい者福祉計画の実現に向けて、さらなる議論の場として活用していきたいと

いう考えから、講演会の開催を所与のものとするのではなく、協議会と部会が進む中で挙がってきた新

たな論点についてさらに議論をする場として、必要に応じて実施することを確認しました。

資料１の説明は以上となります。

サブリーダー：ありがとうございます。

それでは、今、説明がありましたように、この３月に浦安市障がい者福祉計画が策定されて、計画の

実現に向けてそれぞれの部会で議論していくということが、自立支援協議会で話し合われたわけですが、

これを踏まえて、私たちが平成 30 年度の地域生活支援部会でどういったことを取り組んでいくかとい

うことを、今日は話し合っていきたいと思うんです。

今、話にもありましたが、昨年度、私たちが話し合ってきた、「障がい者の住まいの場」に関して、

何かするというところまで結論は出ていなくて、課題を挙げて原因を分析するところまでやったわけで

すけが、そこも念頭に置きながら、今年度、何をするかということを議論していくのがいいのかなと思

います。

別添の資料で、今日は事務局でＡ４、１枚の紙で「平成 29 年度地域生活支援部会第２回作業部会分

析結果 住まいの場に係る課題の原因分析結果」ということで、本来であれば、グループワークでやっ

たことで、非公開でしたが、もし皆さんがよろしければ、事務局で取りまとめたものについて、説明し
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ていただいて、思い出して、それから本日、今後どんなことに取り組んでいくかについて議論に入りた

いと思うんですが、事務局からこの場で説明していただいてもよろしいでしょうかね。大丈夫ですか。

では、お願いします。

事務局：ただいまお話にありましたとおり、昨年度の地域生活支援部会では２回の作業部会を実施して、障が

いのある方の住まいの場をテーマに、１回目では住まいの場に関する課題の洗い出し、２回目の作業部

会では、洗い出した課題に対して原因分析ということで作業をグループワークで行いました。その結果

を報告します。

まず、洗い出した課題については、大きく６つございます。１点目は、ニーズに合ったグループホー

ムがないという課題。２点目が、重度の方がグループホームを利用できていない。特に、障害支援区分

４、５、６といった方が利用できていないという課題がある。３点目は、周知不足。利用者側がまだグ

ループホームに関する理解度が、周知が薄いという課題。４点目が、事業者の人材不足、支援者のスキ

ルアップ。世話人を含めて人材が不足している、確保が難しい。また、重度の方がグループホームを利

用できていないというのは、支援者側の受け入れ態勢ができていないということという意見が出ていま

す。５点目が、一人暮らしが難しい。こちらは、バリアフリー化が難しいとか、アパートを借りるのが

難しいという課題。そして、６点目が、その他として、課題の洗い出しのときには、多くが利用者とか

家族の心構えがなかなかできないという課題が出ました。

これらに対して、２回目の作業部会で原因分析を行いました。まず、１点目のニーズに合ったグルー

プホームがないという課題に対して考えた原因が、まずは体験の場となるグループホームがないという

こと、外部ヘルパー型グループホームの不足、事業者側がグループホームを利用しない人の声を拾えて

いない。また、原因を分析する中で、一部、改善の方向性までご意見が出ました。グループホームをつ

くる人と利用したい人がつながる場を設ける必要があるのではないかというご意見が出ました。

続いて、２点目の重度の方がグループホームを利用できていないという課題に対しては、体験の場と

なるグループホームがない、外部ヘルパー型グループホームの不足、重度をひとくくりにせず、細分化

して、それぞれに特化したグループホームが必要という意見が出ました。一部、改善の方向性として、

できるサービス、できないサービスをマル・バツでわかりやすく情報提供してはどうかというご意見が

出ました。

３点目の課題、周知不足に対しては、各グループホームの長所・短所、サービスの特徴について周知

が不足している。改善の方向性として、このグループホームが通過型なのか永住型なのか、一軒家かア

パートかといった特徴や、また、外観写真なども含めて、情報提供が必要ではないかというご意見が出

ました。

４点目、事業者の人材不足、支援者のスキルアップという課題に対しては、支援が難しそうな利用者

を支援する事業者側の姿勢が不足している、また、福祉分野への就労に関するやりがい、魅力が伝えら

れていないという原因が考えられました。一部、改善の方向性として、グループホームでインターンを

受け入れて、大学とコラボレーションしてはどうかというご意見が出ました。
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５点目の課題、一人暮らしが難しいに対しては、原因分析まで至っていません。

最後、６点目、その他として、原因分析の中で新たな課題が出てきたといいますか、事業者側がグル

ープホーム事業に参入しづらいという課題が見えてきました。事業者にとって物件の確保が難しい、事

業者から不動産会社へのアプローチが不足している、不動産屋や地主に対する周知不足、周辺住民への

啓発不足、市の補助金はいつ打ち切られるかわからず、当てにならないというご意見が出ております。

市内において物件の確保が難しいのであれば、ご意見として、市民が利用できるグループホームや施設

を市外につくってはどうかというようなご意見も出たところです。

昨年度の作業部会の結果については以上です。

サブリーダー：ありがとうございます。

ここで作業部会としてみんなで話し合ったものを簡単にまとめたものですが、議論したところまでで

終わっていて、何らかのアクションまでは起こされていないですが、そんなことも踏まえて、事前に皆

さんのところに次第が事務局から配られて、最初に事務局から話のあった、障がい者福祉計画の中で地

域生活支援部会にかかわる項目として、住まいの場の充実と、今のもその一部ですが、昨年は話し合わ

なかった雇用・就労支援の推進というところで、取り組みたい事項やアイデアがあれば、ご提案くださ

いというようなものが配られていたので、いろいろと考えてこられた方もいらっしゃるのではないかと

思うんですが、まずは何かに絞らずに、ざっくばらんに今年度取り組みたいことについてご意見、おっ

しゃっていただければと思います。お願いします。

リーダー：今年度ももう４回しか、地域生活支援部会がないということで、部会の中で形として何か成果が見

えるものができないかなというのを考えておりまして、この参考資料の「改善の方向性」の中で、でき

るサービス、できないサービスをマル・バツでわかるように情報提供してはというところと、あと、そ

ういう外観写真などを含めた情報提供というところで、市内、市外、浦安市の方が利用できる市外でも

グループホームがあるのであれば、そういうサービスの一覧みたいなのをつくって、それで身体の方に

特化したグループホームと書かれてあっても、問い合わせしたら利用できないとか、そういうこともあ

るので、より具体的なサービスの一覧みたいなのをつくってみてはどうなのかなというのを思ったんで

すが、いかがでしょうか。

サブリーダー：ありがとうございます。

かなり具体的なアクションとして、やれることとして、表の右側のところにある、それぞれの事業所

でのできるサービス、できないサービスというものについて、もうちょっとわかりやすくまとめてみる

ということで、周知不足とマッチングというところを解消できないかということですかね。

今のことに関してでもいいですし、もっとほかのことでのアイデアがありましたら。

ＮＰＯ法人あいらんど、お願いします。

ＮＰＯ法人あいらんど：グループホームのニーズというのは、本当はどのぐらいあるんだろうという現状を私

はとても知りたいですね。いろんなところで必要だ、必要だと聞くんですが、具体的にお部屋が空いた

状態だったりすると、調整委員会をしてという流れがある中で、本当に切羽詰まって入りたいという人
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が入れているんだろうかということとか、あと、重度の人が入れるグループホームとか、本当に切羽詰

まってニーズがあるのかどうかというくらいお部屋があいていたりということもあったり、あと、本当

に入りたい人は浦安の補助金が使えない市川の人だったりということがあって、そういうところで私の

ところは市川・浦安グループホーム連協で、グループホームの勉強会とか世話人勉強会とかしょっちゅ

うやっているんですけれども、本当に市川、入る方がいても使えないとか、浦安はお金があっていいね

というところで話が終わってしまうんですよね。

だから、浦安は恵まれている割には、実際グループホームをつくったけれども入らないという方が以

前あったりすると、本当にこのまま着々とグループホームをつくったところで、みんな入ってくるんだ

ろうかと思ったりもするので、入りたい人、あとは、提供する側がかみ合わないというか、そんな感じ

がとてもするので、そこをどうしていいか私はわからないんですけれども。あれっ、すごく困っていた

と聞いたんだ、今、待機されている方は何人いるんだろうというのも、とても興味があるんだけれども、

この間、調整委員会で初めて９名いらっしゃると伺ったんですけれども、今月のエントリーした方は１

名ですとか２名ですとかという感じなので、ほかの７名の人は切羽詰まってないんだとか、おうちで大

丈夫なんだとか思い込むしかないんですね。

だから、実際、グループホームを運営していて、本当に入りたい人がいたりとか、本当に入ってすん

なりいっている人とか、あと、やっぱりだめでおうちへ帰る人とかいろいろいるんですが、この体験す

る機会が欲しいという方がいたら、がんがん言ってくれというところはすごい思うんですよね。だから、

切羽詰まっている割には切羽詰まっている感がなかったり、お部屋空いているのにな、１週間ぐらいく

ればいいのになとか思うのも、どうやってお伝えしていいかわからないとかというのも、ここで話し合

っているだけで現場に伝わってこないというか、そんな感じがとてもするので、いっぱい時間をつくっ

て、そうそうたるメンバーがこうやって会議しているじゃないですか。でも、グループホームに入りた

い人が本当に入れていないというのが実感で、そこをうまく吸い上げていかないと、機能していかない

んじゃないか、会議だけで終わっちゃうような気がします。去年１年、無駄にしたのかなと思います。

以上です。

サブリーダー：ありがとうございます。

恐らく、今、ＮＰＯ法人あいらんどが言われたのは、この表で言うと、１番の課題の、利用者側から

言うと、ニーズに合ったグループホームがないから、空きがあっても入れないであるとか、周知不足と

いうような話とかも、もしかしたら今の中に入っていたのかもしれませんが、今言われたようなことを

去年話し合って、ここにある程度まとめられて、この中にあるのかなという。去年は話し合っただけな

ので、それを解決していくために何をするかというようなこともここでできるのであれば、やってもい

いのかなと思うので、具体的に何をするかというのはなかなか難しいんですが、そこでアイデアとかが

あれば、挙げていただければと思いますが。今のマッチングの問題なのかなという気もしますが。

社会福祉法人市川レンコンの会。

社会福祉法人市川レンコンの会：ＮＰＯ法人あいらんどからすごい目線を感じたので、お話ししたいと思いま
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すが、ＮＰＯ法人あいらんどがおっしゃったように、マッチングとは、タイミングってあるのかなと思

いまして、私、グループホーム支援ワーカーという役職のもと、親、特に市川市の親の会さんからの講

演依頼を受けたりして、こういう例えば就労を目指す方の母の会だとか、あとは、重度の方の会員さん

についてというような形でお話をさせてもらったりとか、あと、千葉市の親の会さんの中で、そういう

重度の方と軽度の方のグループホームの様子とか、どうやったら入れるんですかみたいなお話をしてく

れみたいなような機会をいただくことがあるんですが、重度にしろ軽度、タイミングとマッチングとい

うところがあったりとか、あと、急に明日グループホームに、明日ということはないですが、来月グル

ープホームに入りますみたいなことって、憶測でしゃべっている部分もあって大変恐縮ですが、親御さ

んとかご本人からすると結構ハードル高いんじゃないのかな。急に親離れしてください、子離れしてく

ださいと言われても、そんなこと言われたって、急に言われても、はい、空きました、空いたよ、はい

どうぞ、入れるよと言っても、急に言われてもさみたいなところは、いろんな親御さんのお話を聞く中

で結構あると聞いていて、私がお話の中で、不勉強な中でやっているお話ではあるんですが、その準備

性というか、まず、お互い支援者慣れをしましょうよというところですとか、例えば、レスパイトを使

ってみるとか、ショートステイを使ってみるというところで、親御さんも子どもさんがいない生活、子

どもさんも親御さんがいない生活を少しずつ、体験のお話もありましたが、していって、いろんな支援

者さんとかかわって生きていくということに慣れながら、最終的にグループホームというやり方もある

ので、その辺のグループホームまでの道のりというか、準備性みたいのを高めていったらどうですみた

いなお話をすることがあるので、そういうところのニーズというのが、確かに将来的に必要なのか、今

すぐ必要なのかというところで、全くニーズと一言で言ってもノウハウが違うという部分があったりと

か、グループホームの空きがなかなかない中で、その方に合った、例えば、僕はワンルームがいいです

が一軒家しかあいていませんねとか、逆に、僕は、支援者にご飯をつくってもらって、いわゆるザ・グ

ループホームみたいなところにいたいんだけれども、ワンルームしか空きがないんですとか、地域性で

すよね、浦安市内がいいんですという方もいれば、例えば市川市内でも船橋市内でもいいよという方も

中にはいらっしゃって、そこの中で、タイミング、マッチング、空きの場所とか住居のタイプとか家賃

とか、いろんなことが複合的に絡み合って、いや、今じゃないみたいな感じになるということは、往々

にしてあるのかなとは思っています。

なので、この一覧は一理あるのかな。写真をつけてとか、永住型なのかとか、できる、できないのサ

ービスというところがあって、それをある程度開示するというのはありなのかなと思っていますが、た

だ、開示し過ぎると、事業者さんとしても、ここまで開示されちゃうとなというところはきっとあると

思うので、本当にこれで合う、合わないとかもきっとあるとは思うんですが、例えば、あいらんどさん

は基本的に知的でやっていらっしゃって、車椅子の身体の方が、あいらんどさんは空いているんだった

ら入りたいと言っても、なかなか受け入れが難しいというところで、そういう明らかにマッチングしな

いなというのはありだとは思うんですが、グループホームの事業者さんも、本人と会ってとか、入居支

援者が計画相談なり市役所なりと会って、本人を見きわめて、本人もグループホームはこういうところ
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なんだというところを見きわめた上でのマッチングなので、ガイド的にこの一覧があるのはいいと思う

んですが、何から何まで入っちゃうというのは、ちょっとはばかられるし、グループホームさん側とし

てもやりにくいでしょうし、本人的にも、こういうふうに書いてあるのに、こんなはずじゃなかったみ

たいなこととかもありますし、恐らく支援の体制ですとか、食事の状況ですとか、そういうところも

日々変わってきたりとか、数カ月以内で変わってきたりする中で、状況が変わっているので、リストに

関しては、気をつけながらつくっていく必要があるのかなと思っています。

すみません、長くなりましたが、以上です。

サブリーダー：ありがとうございました。

ほかに今の意見、浦安手をつなぐ親の会、お願いします。

浦安手をつなぐ親の会：今のお話のグループホームの準備期間として、ショートステイとか支援を少しずつ増

やしていくという、親としてもすごく大事で、必要だと思うので、ぜひ入れてほしいなと。例えば、準

備期間として、市川ではもうやっていらっしゃる、そういう方式を。

社会福祉法人市川レンコンの会：市川市では、ショートステイに関しても、レスパイトに関しても、国のサー

ビスではありますので、市でこういう取り組みをしているということはなくて、例えば個別に私のとこ

ろに１人、親御さんが来て、グループホームのことを知りたいけど、いきなり来月から入れって言われ

たら困っちゃうんだみたいな話をされたときに、そういう方って結構、私が最後まで見なきゃみたいな

親御さんも中にはいらっしゃる中で、グループホームという選択肢もあるよねと、葛藤が恐らくおあり

になる中で、グループホームに入る準備というのは、例えば、単純にグループホームを見ていって、体

験して、マッチングして入居するというような形になりますよという一方で、急に、じゃ、親元を離れ

て、永遠に帰ってこれないのかみたいなところも思っちゃう親御さんもいるようなので、ショートステ

イとかレスパイトを使ってはどうですみたいなお話はすることがありまして、これは市川云々というよ

りかは、国のサービスのショートステイ、恐らくレスパイトだと市になってくるのかなとは思うんです

が、そういう周辺のサービスとか、暮らしの場とか、ひょっとしたら移動支援とかでもいいのかもしれ

ないですが、日中、作業所さんに通われて、夕方から夜まである程度、移動支援とか、あとはファミリ

ーサポートのようなところの一時支援になるんですかね、そういうところを使いながら、少しずつ支援

者慣れをしていって、親だけじゃなくて、いろんな人がかかわって自分は生きているんだというか、支

えられているんだというか、それは健常だろうが障がいだろうが、１人で生きているわけではないので、

親と子の関係性以外のかかわりを少しずつ増やしましょうねというお話を、市川でもしますし、千葉市

でもこの前していきましたし、県のイベントでもするので、これは浦安市とか市川市とかという問題で

はなくて、国のサービスとかその辺の周辺サービスを使っていくという準備期間は必要なのかなと認識

しておりますが、お答えになっていますでしょうか、ごめんなさい。余りなっていないですね。

サブリーダー：浦安手をつなぐ親の会。

浦安手をつなぐ親の会：例えば、準備ということであれば、うちも学生のときから、将来、自立のためにとい

って、ショートステイを使って、レスパイトも使って、いろいろ預かりも使ってというふうにやってい
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たんですが、それがどうもやっぱり事業者が、やっている事業者は全然違うので、グループホームにつ

ながっていかないというか、ショートステイ、体験としてはできているんです。この先をどういうふう

につなげていったらいいかというのは、親側からして。

グループホームの体験をできますかと一度、計画相談のときに聞いたことがあるんですが、そのとき

は、グループホームを使うには何か手続がとても大変でというのを、受給者証で何かとらなきゃいけな

いとかってありますか。

サブリーダー：事務局からその手続についてよろしいですか、簡単に。

事務局：受給者証の発行のためには、今お使いいただいているサービス等を、共同生活援助のグループホーム

を利用したいということで計画書に盛り込んでいただければ、こちらとしては支給決定をさせていただ

くので、あとはグループホームさんの空き状況を確認をして、グループホームさんとこの日数、体験を

したいというところですり合わせをしていただければ、ご利用は可能です。

浦安手をつなぐ親の会：例えば、生活介護とか、ほかのサービスを使いながら、グループホームも使えるとい

うことになりますか。

事務局：日中のものでしたら、お使いいただけますね。例えば、グループホームさんを使いつつ、日中は生活

介護を利用するとか、そういったものは可能です。

浦安手をつなぐ親の会：短期入所も、日中一時も、生活介護も、そのまま使いながら、プラス、グループホー

ムの申請をすればいいということですか。

事務局：そうですね。もちろん、全ての支給決定は可能で、かぶってしまうと、例えば、短期入所とグループ

ホームという２つのサービスを、当日使うのはもちろんだめですが、１カ月の間できちんとそれを分け

て使っていただければ可能です。

浦安手をつなぐ親の会：では、申請自体はできて、とることもできるということでよろしいですか。

事務局：はい。大丈夫です。

サブリーダー：ありがとうございます。

恐らく、グループホームを本格的に使うのか、お試しで使ってみたいのか、いろんなニーズがあって、

それによって、市の手続きというのを、スムーズにいく場合と、もしかしたらスムーズにいかない場合

があるのかもしれないですが。

社会福祉法人市川レンコンの会、お願いします。

社会福祉法人市川レンコンの会：補足ですが、グループホームって基本的にただいまから行ってきますまでの

支援を受ける場、生活の場と考えていただければいいので、基本的には、通所先に通って、昼の部は生

活介護とかＢ型とか、そういうところに通いながら生活する場なのかなと思いますというところが１点

と、チャンスがすごくあるわけではなくて、確かにマッチングとかタイミングというところは非常に重

要な視点ですが、まず見て、グループホームってどんなものかというのは、ご本人とかご家族とか支援

者、入居支援者もそうかもしれないですが、実際に見てみて、知ってみて、体験してみる。

グループホームに、事業者さんもそうですし、住居のタイプとかにもよって、１つグループホームを
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見たから、これがグループホームと決めてしまうのではなく、いろんなグループホームをごらんになっ

たほうが、ひょっとしたらイメージ、ご本人のイメージ、親御さんのイメージというのも膨らむと思い

ますし、百聞は一見にしかずじゃないですが、実際、体験してみて、ここはちょっとうちでは合わなか

ったよねというところであっても、やってみて、次、チャンスはどこまで広がっていくかはわからない

ものの、体験をしてみてというのは大事なのかなと思います。

それが勝負の次のステップになってくるのかなと思いますし、体験で事業者さん、受けられると、そ

れはそれで報酬にはなるので、ただ体験したからといって、じゃ、入らなきゃいけないのかといったら、

そうでもなかったりはするので、きっと事業者さんとしてはみんな入ってほしいとは思うんですが、そ

こで体験してみて、今は早いなとか、このホームは違うなと思ったら、それはそれで断ってしまっても

いいんじゃないのかなと思いますが、どうでしょうかね。

サブリーダー：ＮＰＯ法人あいらんど。

ＮＰＯ法人あいらんど：見学も必要だけれども、体験すると、世話人さんとの触れ合いがあったり、どうやる

んだろう、お風呂ってとか、そういうのがわかってくると思うんですね。さっき事務局もおっしゃった

ように、体験も共同生活援助で体験して、次の日、日中、どこかの生活介護とかへ行って、その日の夜

に、短期入所とかだと、同じ日なので、ちょっとかぶるかなというところ。

だから、１日あけて、おうちへ帰ってとかということだと、報酬とかそういう関係はかぶらないので、

スムーズにいきます。２泊３日で例えば、あいらんどのグループホームを利用して、その後１回おうち

に帰って、短期入所を利用するみたいな形だと、円滑にいくんじゃないかなと思います。

結局、朝、「行ってきます」という、その日の夜が１日だったりすると、同じ日に違うところに泊ま

るというか、違うほうで２つの事業所がかぶるので、それだけ避ければ、日中どこの事業所へ行かれて

も、夜、またあいらんどのグループホームに戻ってくるということでも〇ですし。ちゃんと事業所には

報酬が入るようになっていますし、そこには世話人配置ができています。うちは世話人さんが結構、体

験の方の対応慣れていて、あら、今週、１人も来ないわねみたいな会話もあるんですね。なので、ぜひ

ご利用くださいませというときもあります。

ただ、週末に泊まられる方だったり、週のど真ん中に使われる方だったり、いろいろなんですね。週

末というと、日曜日も過ごさなきゃいけないとか、あと、平日だったら、必ず日中の事業所を使ってい

ただいているので、夜だけ帰ってくるから、生活抱えると、日中を見る利用者さんと夜見る利用者さん、

全然違うので、やっぱり体験すべきだと思います。

以上です。

サブリーダー：ありがとうございます。

浦安手をつなぐ親の会。

浦安手をつなぐ親の会：今、思い出したのですが、うちが使いたいですと言ったときに、移動、日中のところ

からそのグループホームまでの移動の手段がないと言われたのを思い出しまして、そこのところは何か

方法はありますか。
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サブリーダー：事務局でお願いできますか。いかがですか。

事務局：現状、おうちから事業所さんへ、どういうふうに通っているかにもよるんですが。

浦安手をつなぐ親の会：今は自宅から、きらりあの送迎バスで通っています。

事務局：事業所さんとのこれはご相談になるんですが、例えば、体験中でも送迎バス、このところを通って一

緒に乗せていっていただく場合もございますし、あとは、体験中ということで、移動支援とか、そうい

ったサービスも使えなくはないですが。

サブリーダー：すみません、ちょっとよろしいですかね。ありがとうございます。

準備性というところで、何を準備していっていいのかとか、そこの環境は整えられているのかとか、

その辺も情報が当事者の側としてはよくわからないし、何か１つ体験、してみようと思っても、交通の

手段だとか、わからないことがたくさんあるんだなということはわかりました。

ということで、もう一回、この表に戻るんですが、単に周知という問題じゃないのかもしれませんが、

当事者から言うと、一歩踏み出すための情報が十分にないというようなこととか、先ほどのタイミング、

マッチングというような問題もあったんですが、その辺を、この部会でどんなことを取り組んでいける

かという、こうやって情報共有するだけでももちろん意味はあると思うんですが、それだけではなくて、

何かしていくことができるかということで、本当に具体的には１つ、前にリーダーが挙げてくださった

ようなこと、参考資料に書いてある事業所側のできるサービス、できないサービスのマル・バツ、余り

細か過ぎるとどうかというのは社会福祉法人市川レンコンの会からもあったんですが、それとともに、

社会福祉法人市川レンコンの会の話も聞いていると、事業所側からだけではなくて、当事者、利用者側

からどういうサービスがあってほしいかというようなものが細々と出てくると、そこでこの事業者側と

できるサービスという、これはできる、これはできないというものと、どれだけ公表するかは別にして

ですが、当事者側からこういうサービスが欲しいというもの、グループホームに望んでいるものはこう

いうものだというようなものが挙がると、先ほど出たマッチングとかというようなこととか、ニーズと

一言で言っても、いろんなものがあるんだという話もあったんですが、そのニーズというのは、どんな

ニーズが実際にあるのかというようなことも、わかってくるのかなと思ったので、私もリーダーの言わ

れた部分を、細かくしてみるというものも、一つできることではあるかなと思いました。

すみません、随分時間をとってしまったので、この他に、この部会で雇用・就労支援ということにつ

いては、昨年度は全く話し合われていなかったんですが、こういったことに取り組んでいったほうがい

いんじゃないかとか、こういう課題があるんじゃないかということがあれば、ご意見いただきたいと思

うんですが、何かありますでしょうか。

ＮＰＯ法人あいらんど、お願いします。

ＮＰＯ法人あいらんど：就労支援というところで、つい数日前に、特別支援学校ではない普通の県立の学校に

いらっしゃる生徒さんが、夏休みにうちのＢ型で実習をしたいというような問い合わせがあり、さてど

うしたらいいかなというところで、一応、浦安市の就労支援センターに問い合わせをしてみたんですが、

高校３年生なので、来年の４月からどうなるかなというところだとは思うんですが、そういうのはどこ
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にどうやって投げかけていいかわからず、１回、役所に相談したほうがいいのかなとかというところが

あったんですが、県立高校にいらっしゃる、けれども、手帳を持っているということで、自動的に特別

支援学校から実習に来るのはいつものことなんですけれども、一般の学校にいらっしゃる方が夏休みに

実習ということで、ちょっとびっくりして、さてと思って、基幹相談とか、あとは就労支援センターに

というところで連絡をとり合っているんですが、どうなんでしょうか、そういうケースは、というとこ

ろです。今ここで聞くところじゃないですかね。

サブリーダー：せっかくなので、そういったことの経験とかある事業所さんとか、いらっしゃいますか。実際

にＮＰＯ法人あいらんどのところは今、どうされることにしたんですか。

ＮＰＯ法人あいらんど：まだ保護者の方にはご連絡、ちょっと情報収集してから、夏休みだけの実習は受け入

れられますからということでお返事はしています。日程の調整に入っているところで、どうなのかなと

いうところです。

サブリーダー：事務局で、例えば、その受け入れに関して何か問題があるとかというのは、あるんでしょうか。

事務局：就労支援センターに一度ご登録をいただいてということが、一番スムーズなのかなと思うんですね。

今日は、障害者就業・生活支援センターいちされんはおいでになってないんですが、そういったサービ

スに登録をまずいただいて、それで相談を進めていくという形、これが一番スムーズに事が運ぶのでは

ないのかなと考えるものになります。

以上です。

ＮＰＯ法人あいらんど：ありがとうございました。いいです。わかりました。

サブリーダー：ほかに今年度、部会で取り組んでいきたいことということで、ありますでしょうか。

浦安市自閉症協会。

浦安市自閉症協会：就労も事業所別に、先ほどの住居と同じように、どんなサービスというか、こういう仕事

をしていますとか、こういう方が望ましいですとか、そういうことは知りたいなと思いますね。

あとは、事業所同士の連携ができてくれたらいいのになというのが前から思っていて、難しいのかも

しれないですが、例えば、Ａという事業所に就労をして、うまくいかなくてＢという事業所に移ったと

いうときに、Ａという事業所は、その人が移った理由は大して興味がないのかなというか、私は親なの

で、そういう話を聞くと、就労支援なのに何でその人にもっと手だてをしてあげられなかったのかなと、

思ってしまうんですね。でも、事業所は事業所で理由があるのだろうから、経営じゃないですが、ずっ

と運営していかなきゃいけないわけで、お給料をたくさん払っていれば、仕事がそんなにできない人を

雇うのはきついだろうし、そういう事情はあるとは思うんですよ。

だけど、そこまで書けないにしても、やっぱり傷つくのは本人と親と、大変な思いしているのはそこ

の家庭なので、もうちょっと前の段階から、親同士の口コミ情報だけじゃなくて、こういうことができ

る人がいいですとか、そういう情報を出していれば、最初からそんなふうなうろうろしなくて済む人も

いるんじゃないかなとも思ったりします。

ただ、住居に関しても、就労に関しても、市川ほど選択肢はないので、とても難しい中にはなると思
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うんですが、そういうのはとても大事だなと思っていて、例えば今、私は自分の子が行っているところ

には満足しているんですが、なぜうちの子がそこでできているかというと、そこには職種というか、仕

事の種類が幾つもある。

だから、これができないからこの事業所ではきついにならずに、じゃ、こういうのをやってみようか

というふうにすることができて、本人に合う仕事がそこで探せたので、やれているんですね。

でも、職種というか、できる種類が少ない事業所だと、それができなければやっぱりその人はそこに

は合わないというふうになってしまって、ついでに評価も下がってしまうんですね。でも、その仕事が

合わないだけなので、こっちとしては、就労支援なんだから、その人ができる仕事をもうちょっとつく

ってくれなかったのかなと思ってしまいます。でも、事業所の都合でそれはできないのであれば、そこ

が問題点で、そういうところが浮かび上がって、就労施設もどういうものが必要なのかというのを知っ

ていく必要があると思うし、そのためには、住居も就労もですが、利用する側の声をもっと集めなけれ

ばいけなくて、何となくの感覚ですが、利用する側もいろいろ言ってはいるけれども、受け身なんだろ

うなという気がするんですね。だから、なかなか声が集まらないのかなと。

だから、例えば、市役所でアンケートをつくっていただいて、がんがん意見を言え言えというふうに

言っていくとか、そういう動きも、声を集めるということをもうちょっと工夫しながらやって、できた

後に、ここにはうちの子は無理だと言わせないように、最初からやっていくということが必要かなと思

います。

以上です。

サブリーダー：ありがとうございます。

ほかに、ありますでしょうか。

和洋女子大学、お願いします。

和洋女子大学：今の議題はあれですよね、雇用・就労の……

サブリーダー：雇用・就労に限りませんが、今、そうになっているので、そちらから。

和洋女子大学：分野で、この部会として何をしていこうかという話なんですよね。

サブリーダー：はい、そうです。

和洋女子大学：その何をするの前に、何が課題かというのが明らかになってないと、なかなか話が進みにくい

のかなという気がしておりまして、住まいの場のところでは、昨年、参考資料におまとめいただいたよ

うな課題があるんじゃないのかということが出たわけです。課題を整理するときに、全体像から見渡し

て、どの部分が浦安市は弱いねというのを明らかにするというのが一つあるかと思いますし、もう一つ

は、先ほど来出ているように、一つ一つの事例から、こういう事例でうまくいってないというのは、こ

の機能が足りないからですねというふうな、２通りのパターンがあると思うんですが、まず全体像を見

たいなという気がしています。

例えば、浦安市で、高校３年生、先ほどの話にもあったように、これから社会に出るというお子さん

方、毎年どれぐらいの人数いるのか。特別支援学校などで職業指導をされて、一般就労されている方が
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そのうち何割ぐらいとか何人ぐらい、就労移行支援に行く人が何人ぐらい、就労系のサービスに行く人、

生活介護に行く人、家で何もしない人とか、そういう多分、分布があって、これはどういうことなんだ

ろうかですね。

あとは、就労移行支援にしても、一般就労に就職させている率というのはどれくらいなのかとか、あ

るいは、就労しても、離職率というのはどれくらいなのかとか、そういった全体像を浦安の中で我々が

まず確認するということ、必要なのかなと思っています。

その上で、事例については、事例検討シートなどを活用して、ちゃんとこういう事例なんですという

ことをやっていかないと、言葉だけで言っても問題点がなかなか整理されにくいということがあるのか

なと思いますので、そういった整理をしつつ、就労系の課題についても整理した上で、何をすべきかと

いうところを本来はやっていくべきかなと思います。

サブリーダー：ありがとうございます。

もともとこの議題、取り組んでいくことというのは、障がい者福祉計画の重点項目ということで、こ

の各項目というのを挙げたんですが、この計画が 32 年度までのものですかね。そこからまた見直しを

してという、継続的に見直していくものだと思うんですが、なので、４回しかないんですが、今年１年

で全てをやり切るというよりは、３年かけて、この計画が実施できるような形にしていって、また見直

しが図れるような形で進めていくということなので、今のことが全てこの１年でとは考えなくてもいい

と思うんですが、和洋女子大学のおっしゃったような、課題を挙げていくというところから始めないと

いけないのではないかというのは、ごもっともな意見だと思うので。

住まいの場もそうだったんですが、事務局で、情報がまとまっている部分はあると思うので、そこを

開示してもらって、資料としてみんなに見ていただいて、それを前提の上で先ほど言った事例というの

も挙げていって、さらに課題の原因とかというのを分析していって、どういうふうに改善していくかと

いうのを考えていくという方向性が必要なのかなと思いました。

そうしたら、時間的に、すみません、そろそろ時間ではあるので、今、住まいの場については、具体

的にこうしたいということについては、一番最初にリーダーから挙げられた、サービスというものをも

う少し具体的にまとめてみるという、できる、できないというサービスをまとめてみるということ、そ

れはもしかしたら事業者側からだけではなくて、利用者側からのニーズとして、どういうサービスが欲

しいかというものをまとめていくというようなことができないかということで、恐らくグループワーク

みたいな形でまたやっていくのがいいのかもしれないんですが、こういう形にできないかというのを例

示してみて、それを皆さんに見ていただいた上で進めていくといいのかなと思いますので、今の話を事

務局でまとめていただきつつ、具体例をつくってみて、皆さんにグループワークで進めていけるように

できたらいいかなと思います。

それとともに、就労支援・雇用ということに関しては、事務局で集めている資料というのを、先ほど

の雇用率であるとか、実際にどのぐらいの方が就職して、障がい者雇用で働いて、もしくは退職された

とか、就労支援の事業所にどのぐらいの人がいるとか、もしかしたら、先ほど浦安市自閉症協会の言わ
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れた、それぞれの事業所の特徴的なものもある程度の概要は当然あるはずなので、そのあたりも資料と

してまとめて、事前に委員に配らせていただいて、それを見て、また次回、話し合いができるといいか

なと思います。

すみません、まとまりがなくなりましたが、たった４回ですが、今年度だけで終わるというよりは、

これを続けていくという形で考えていけたらなとは思いますので、それでよろしくお願いします。

最後にご意見とかあれば、おっしゃっていただければと思います。

それでは、議題１はこれで終了させていただきます。

続いて、議題２実績報告について事務局から説明をお願いします。

事務局：実績報告として２件、１件目が、平成 29 年度の就労支援センターの業務、また、２点目が浦安福祉

事業体の活動報告になります。

１件目の就労支援センターの実績報告、１番の業務内容、こちらは業務ごとの昨年度の件数になりま

す。就労相談が 239 件、生活技能訓練が 8,343 件、ジョブコーチ支援０件、職場実習 22 件、就職活動

支援 483 件、職場開拓９件、職場定着支援が 2,225 件、離職者支援が 68 件、情報提供 912 件、就労支

援ネットワークが 144 件、合計１万 2,445 件、前年度と比べて合計で 865 件増ということで、これは就

労支援センター側の話で、７番の職場定着支援の割合が大分、今年増えているということです。

続いて、２番目の業務件数、こちらは相談の来所・電話・訪問別の件数になります。来所が 1,303 件、

電話相談が2,163件、訪問が648件、合計4,102件、前年度と比べて254件の増加になっています。

３番目、登録者数、平成 29年度、新たに就労支援センターに登録された人数は 33人、うち知的障が

いのある方 12 人、身体４人、精神 17 人になります。平成 20 年４月以降の累計ですと、379 名が登録

されているという状況です。

続いて、４番目、就職者・離職者・在職者の数。平成 29年度一般就労への就職者の数は合計 17人、

うち知的障がいのある方 10 人、身体１人、精神６人。就労継続支援（Ａ型事業所）への就職者の数は

合計５名、うち知的３人、身体１人、精神が１人となっています。続いて、離職者の数ですが、一般就

労からの離職は合計 10 名。就労継続支援（Ａ型事業所）からの離職は３名となっています。現在、就

労支援センター、登録されていて、在職されている方の数は130名となっています。

最後、５番目、就労支援ネットワーク会議、こちらは特別支援学校ですとかハローワーク、商工会議

所、また、市内の就労系の事業所さんに集まっていただいて、ネットワークをつくっていただくという

趣旨で行っています。昨年度は７月３日月曜に行いました。テーマとしては、就労支援センターの実績

報告や、市役所からの障がい者就労施設等からの物品調達実績の報告、また、調達方針の報告を行いま

した。また、その他、障がい者権利擁護センターの実績報告や、就労系事業所から定員・利用状況、ま

た、特別支援学校から就労状況などの情報共有を行いました。

就労支援ネットワーク特別講演会として、３月 22 日に白梅学園大学の堀江まゆみ教授をお招きして、

「やさしいまちうらやすを目指して…わたしたち一人ひとりにできることを考える」をテーマに、講演

会を実施しました。
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続いて、資料２浦安福祉事業体の活動報告を行います。

浦安福祉事業体とは、障がい者の自立及び就労の拡大、賃金向上を目的に、市内の障がい福祉サービ

ス事業所が共同で受注・販売を行うために、平成 27年４月から構成した組織になります。平成 30年５

月現在、11 事業者が参加しており、新庁舎食堂・売店部、小型家電リサイクル部、新浦安駅前部、老

人福祉センター部の４つの部が活動しています。

     まず、新庁舎食堂・売店部は、平成 28年６月に市役所 10階に sora-café という食堂をオープンして、

就労継続支援Ａ型事業所として運営をしています。隣の売店で各事業所の製品を販売するとともに、各

事業所の利用者が来て、直接販売も一部行っています。

続いて、小型家電リサイクル部、こちらは平成 27 年７月から営業を開始しています。業務の内容と

しては、市内の公共施設から使用済み小型家電を回収して、回収物のリサイクルできるもの、できない

もので分解して、選別をして、計量、報告、納品といったことをやっています。市役所のごみゼロ課と

業務委託契約を結んでおりまして、平成29年度は436万 4,928円の委託料で契約をしております。

続いて、新浦安駅前部、こちらは新浦安駅前プラザ内のオリーバというイタリアンレストランの運営、

また、オリーバ内でワゴン販売、福祉フェアでの製品販売を行っています。

続いて、老人福祉センター部については、平成 29 年４月に老人福祉センター内の喫茶、檸檬をオー

プンしております。

その他イベントにおいて、市が主催する事業のイベントでスペースを確保して、障がい福祉サービス

事業者に販売をしていただきました。納涼盆踊り大会、市民まつり、また、第３回障がいのある人もな

い人も！かがやくまちうらやす、国際交流フェスティバル、プロ野球の２軍戦で食品販売をしていただ

きました。第３回障がいのある人もない人も！かがやくまちうらやすでは、10 の事業者に参加してい

ただいて、１日で32万 170円を売り上げたということになっております。

実績報告は以上です。

サブリーダー：ありがとうございました。

ただいまの説明に対して、ご質問やご意見等ありますでしょうか。

よろしいですか。

では、続いて、本日、和洋女子大学の髙木先生より、「浦安市に求められる地域生活支援拠点とは」

をテーマに講話をいただくことになっております。自立支援協議会の本会でもお話しいただいたもので

すが、先生、よろしくお願いいたします。

髙木氏：よろしくお願いいたします。

実は、協議会の本会議でもお話しした内容なので、２度お聞きする方もいらっしゃるかもしれなです

が、お話ししたいと思います。

「浦安市に求められる地域生活支援拠点とは」ということで、お話をしていきたいと思います。

まず、地域生活支援拠点というにネーミングを聞くと、拠点をつくったらいいんだろうという、ハー

ドを思い浮かべると思うんですが、決してそうじゃないということをまずはお伝えしたいと思います。
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浦安市内の障がい者、障がい児、その家族が安心して地域での生活を継続できるように、支えるため

の仕組みだということです。さまざまなニーズがあるわけですが、最近は重度化・高齢化、親なき後で

すとか、緊急時対応をどうするかとか、あと、専門性のある人材、高度障がいとか医療的ケアというこ

とになるんでしょうが、そういった人材がなかなか育たないといったような、全国的に共通するような

問題点、課題というのが見えてきています。これを市町村単位で支える仕組みというのをつくらないと、

安心して暮らし続けられないということになるわけです。

下のほうに、重度者が引っ越したり、他市の事業所を使わざるを得ない現状があるんだとしたら、そ

こを少しでも変えていきたいということのためにあると思います。ただ、首都圏の場合は、市町村どこ

ろか県を越えて皆さん方も移動して、生活圏にしておられるというところもあるので、浦安市内だけと

いうことにこだわる必要もないのかもしれないけれども、まずは浦安市内でこういった仕組みづくりを

やっていきましょうというところだろうと思います。

これは国の通知ですが、通知だけで見ると読みづらいので、書き下したものになります。

目的ですが、先ほども少し触れましたが、障がい者等の重度化・高齢化や親なき後に備えるとともに、

重度障がいにも対応できる専門性を有し、障がい者等、児童やその家族の緊急事態に対応を図る、こう

いったことが今求められているということですよね。

緊急時の迅速・確実な相談支援の実施・短期入所の活用、これをやって、地域における生活の安心感

を担保する機能を備えるということですね。

２番目として、体験の機会、先ほども議論されておりましたが、体験の機会の提供を通じて、施設や

親元からグループホーム、一人暮らし等への生活の場の移行をしやすくする支援を提供する体制を整備

する。これでもって障がい者等の地域での生活というのを支援するということになるかと思います。

先ほど、グループホームのいろんなお話がありました。国の方向性として、今、グループホームとい

うのは非該当でも入れるんですよね。恐らく、今後、非該当や区分１といった方々というのが、このグ

ループホームではなくて、一人暮らしに移行できるような形をつくっていこうとしているんだろうなと

思います。そのためにつくった新しいサービスが自立生活援助ということなので、グループホーム、住

まいの場ということを語るときに、この自立生活援助を使った一人暮らしというところも、軽度のとこ

ろはこれからは考えていかないと、グループホーム一本やりというわけでは今からはないよということ

は、先ほど言いそびれていたので、つけ加えておきます。

必要な機能というのを、この５つの機能に集約してお示しをしています。相談機能、緊急時の受け入

れ・対応機能、体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくり、こういう５つの機能が

必要だということですね。

地域の実情を踏まえて、どういった形で、どの程度、どこを手厚くというのは、各市町村で決めてや

ってくださいと。１個ボンと拠点をつくってもいいし、面的整備といって、今ある事業所が横に連携を

つないでやっていくということでもいいし、拠点をつくってさらに面的整備もやっていくということで

もいいし、地域の実情に応じてやってほしいということを言っています。
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ここで、そもそもなぜ地域生活支援拠点が必要なのかというそもそも論ですが、これまで、24 時間

365 日安心できる場所で暮らしたいというニーズに応えるためには、自宅でなければ施設入所しかなか

ったんですね、重度の方の場合。重度障がいのある方の場合や、高度障がいのある方の場合や、突発的

な対応が必要な方、医療的ケアのある方、そういった方が 24 時間安心して暮らす、もう施設だねとな

っていたということですが、そこで我々というか、支援者としては、そこにあらがいたいというのがあ

って、本当に施設入所しかないのか、地域で暮らし続けるためには何が必要なのかということを考えた

とき、こういった５つの機能があれば、もしかしたらこういった方であっても、重度であったり、高度

障がいがあったり、突発的に対応が必要な方であっても、地域で住み続けることができるんじゃないの

かという、これ、一つの壮大な実験です。どこも、どの市町村もこれで成功したということはないんで

すね。今から各市町村が実験を繰り返していくという段階だろうと思います。

こちらは、多機能拠点整備型と面的整備型のイメージ図でして、多機能拠点整備型は、１個つくって、

いろんなところと連携もしながらやっていく。面的整備は先ほど言ったように、いろんな今ある事業所

が横の連携、つないでやっていくということですが、協議会の本会議で強調したのはこの部分ですね。

各地域のニーズ、既存のサービスの整備状況など、各地域の個別の状況に応じ、協議会等を活用して検

討しなさいと。どういったつくり方をするのかといったことを、協議会で検討しなさいということにな

っていて、協議会はこういうことを求められていますよという話を本会議ではさせていただきました。

具体的な内容に入っていきますが、最初に相談ですね。これは最重要と書かせていただきました。基

幹相談支援センター、浦安市の場合は、委託相談とかはないそうなので、基幹と特定相談支援事業とと

もに、地域定着支援等を活用してコーディネーターを配置し、緊急時の支援が見込めない世帯を事前に

把握・登録した上で、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に必要な

サービスのコーディネートや相談、その他必要な支援を行う機能ということで、緊急時対応してくださ

いというところに、まず相談受け付けというところが絶対に必要なので、相談機能というのは、この緊

急時対応のための一つの相談ということになります。

でも、緊急時に困ったということで、拠点に電話するという、それでできる人はいいですが、それも

なかなかできない人も多いというわけですよね。だから、事前に登録・把握しておく、そういうことが

いいだろうということですが、これは既に実は地域定着支援という仕組みがあって、これを受ける、地

域定着支援を障がい者の方が受けるとなると、事前に自然と把握・登録が相談支援事業所でできるとい

うことになりますから、何かあったときは電話をするという、関係性がここの間に常時生まれていると

いうことになります。

だからこそ緊急時にすぐ、ああ、あの人ねということで対応がとられる。場合によっては、ヘルパー

事業所からの派遣、あるいは緊急短期入所などで、そこの場をおさめるというか、対応するということ

になります。大体の場合は電話だけでおさまるということも多いかと思います。

この事前の把握というところが肝かなと思います。そのためには、地域定着支援というのをぜひ相談

支援事業者さん、とってください、やってくださいという話ですよね。拠点の相談支援事業、あるいは



21

基幹相談支援センターだけ頑張っても、難しい。各地域の相談支援事業者さんもご協力をいただかない

といけないというところだと思います。

２番目が緊急時の受け入れ対応ということで、短期入所を活用した常時の緊急受け入れ態勢を確保し

た上で、介護者の急病、障がい者の状態変化などの緊急時の受け入れや医療機関への連絡等の必要な対

応を行う機能ということで、緊急時受け入れと医療機関への連絡、連携ということですかね。これも緊

急時に受け入れるのはもちろんいいですが、地域にこういう人がいて、もう親御さんも高齢でというと

ころを事前に把握しておくというのは、本当に大事になってくるんでしょうね。この辺も事前の把握と

いうところが緊急時に生きてくるということがあると思います。

仮に把握されていなくても、緊急時、ここがあると拠点を周知しておくと、助かるということですね。

そこからまたお付き合いが始まっていくので、今度また何かあったらお願いねという話ができるのかな

と思います。困ったときに、もしかしたらついている相談支援専門員さんにまずは連絡するということ

はあるかもしれないですが、そこからすぐこういうところにつながるように、連絡網を確保しておくと

いうところが必要だろうと思いますね。

体験の機会・場ですが、地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障がい福祉

サービスの利用や、ひとり暮らしの体験の機会・場を提供する機能ということで、ここに「人は「想像

できないこと」は自らしない！」と書いておりますが、どんな人でも想像できないことはみずから誰も

しないんですよね。ということは、体験ということが必要だということです。パンフレットで見て想像

できるという状況であれば、それは想像できるようになるんだと思うんですが、障がいがあって、体験

ということを積み重ねないと、想像できるということがなかなか難しいという方の場合、体験しかない。

この体験をさせるというのは、本当に大事だろうと思います。

先ほどの議論を聞いていても、相談支援の機能が浦安は弱いのかなと思ったのは、グループホームの

体験のタイミングという話は、日ごろから相談支援が、いつまでも家にいれるわけじゃないですよねと

いうことで、親御さんとも話しながら、機会があったら体験しましょうねということをふだんから言っ

てないと、それはいきなり言われても、何ですかという話になりますよねと。そこは相談支援が日ごろ

からチャンスをうかがいながら、話もしながら、体験の機会というのを、そのチャンスを逃さないとい

うところが大事なんだろうなと思っています。

４点目、専門的人材の確保・養成ということで、浦安でも課題になっています重度な障がい者あるい

は行動障がいがあるような方、これは２大課題ということに全国的にもなっているわけですが、医療的

ケアが必要な人、行動障がいがある人、これは専門的な人材、研修というのが必要にどうしてもなりま

す。その際、研修ができる機会というのを拠点でどう持つかというのが、これからの課題になってくる

かなと思っております。まだ拠点で研修機能まで持ってやっているというところはないと思うんですが、

次第にこういった研修機能というのが、この強度行動障がいは県の研修ですが。ただ、県からの指定を

受けて拠点でやるということも全然できますので、喀痰吸引等研修は県の登録をすれば研修機関になり

ますので、拠点でやっていくということは十分可能ですが、そういった体制を整えられるかどうかとい
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うところが今後の課題になってくるだろうと思います。

最後の地域の体制づくりですが、「コーディネーターを配置し」と、相談のところにも出てきたんで

すが、さまざまなニーズに対応できるサービス提供体制の確保、地域の社会資源の連携体制の構築、こ

れを行う機能とあります。先ほども、同じ就労系の事業所なのに連携できてないのかな、してほしいな

という話があったかと思います。Ａという事業所でだめでも、そういう障がい特性をお持ちの利用者さ

んならＢにご紹介するとか、そういったことも相談支援がかなめで本来やるべきだろうと思うんですが、

事業所同士もそういったネットワークを持っていて、やりとりをするということが必要なんだというこ

とを言っているわけです。

さらに、医療的ケアが必要な障がい者などにとっては、医療機関との連携も必要になってくるという

ことですし、もっと地域、社会ということで見れば、インフォーマルな資源というところも必要になっ

てきます。どこまで支援を広げるかはあるんですが、いずれにしても、こういう連携体制の構築という

ところを、コーディネーターを配置して、その人が中心になってやっていくといいのかなというところ

です。

さらに、この５つの機能にプラスして、障がいの有無にかかわらない相互交流を図る機能ですとか、

障がい者等の生活の維持を図る機能ですとか、もっと視野を広げたところで機能を持たせてもいいよと

国の通知では書いております。この辺考えると、最終的にここを目指すのは、地域包括ケアシステムの

推進というところなんだろうと。拠点というものを中心に、高齢分野ともつながり、児童分野ともつな

がり、防災分野ともつながって地域というのをつくっていくという、最終的な目指すところになってく

るのかなと思っています。

運営上の留意点に入っていくんですが、線を引いているところだけ読むと、地域の課題に対する共通

認識を持ちましょうというところですね。何が課題なのかというところがわからなければいけないと、

先ほども議論になりましたが、必要なものというのが、みんな共通認識を持って、これ必要だからとい

うことで、それを支えていくという、だからこそ連携が生まれるという、そういう皆さんの心持ちを一

つにしてというところが必要なんだろうと。

あと、課題等の活用ですが、これは個別事例の積み重ねでわかってくる課題というのがあります。こ

のときも、実は自立支援協議会の部会などを活用して、事例の分析や課題の抽出をしなさいということ

になっていて、拠点には難しい事例が集まってきます。拠点だけでは支えられない事例もたくさん来る

でしょう。そういった事例を収集し、自立支援協議会に報告し、また、地域の課題として共有し、今後

どうしていくかというところをまた皆さんで協議していくということかなと思います。

これは字ばかりで見にくいですが、拠点等に必要な機能の実施状況の把握ですね。基幹相談支援セン

ターも実施状況の把握について自立支援協議会でやっているわけですが、拠点も自立支援協議会でその

役割、ちゃんとこなしていますかということをチェックしてくださいという話です。これはチェックの

内容についてなので、割愛します。

各制度との連携という話が出てきて、拠点に集まる事例というのは、さまざまな方がいると思います。
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特に、家族でいろんな問題を複雑に抱えておられる家庭の一人の障がい者というケースも多いと思いま

す。地域包括支援センターなんかで来る困難事例の多くは、そういう家族丸ごと問題があるという事例

ですよね。

そうなると、児童福祉サービスですとか学校、医療機関、介護保険サービス、障がい福祉サービスは

もちろんですが、労働関係機関、発達障がい者支援センター、そういったところの関係機関と連携をす

るということが必要になってきますね。さっきの地域包括ケアシステムではないですが、課題やニーズ

というのが複雑に絡まり合っていますので、家族という単位で見たときにですね。これはひとつみんな

一緒に共有しましょうということだろうと思います。共有すれば連携が始まるということですね。

ここからは、市町村・都道府県の役割ですが、簡単に図にしたものがあるんですが、市町村は、先ほ

ど言ったように、自立支援協議会を中心として拠点のやっている内容をチェックしなさいと、評価しな

さいということが市町村の役割になっています。取り組み情報の公表をしなさいとなっていて、それも

同じフォーマットでしてくださいとなっていて、そうすると比べることができますねという話。都道府

県の役割としては、好事例を紹介するようなセミナーを開催して、市町村間の格差がないようにちゃん

とやってくださいということ。

ここからは、留意点で細かい話になってくるんですが、すみません、ここは丸ごと飛ばします。最後

のほう、ここで話したいことがあるので。

浦安市が目指す地域生活支援拠点のあり方ということを、私なりに考えてみたんですが、これは国の

モデル事業で、新潟県上越市が報告したものの概要ですが、これですね、上越市地域生活支援拠点等の

整備。多機能拠点型、プラス面的整備型モデル。多機能拠点型の施設を、この図では２つつくりますと。

その上で、基幹相談支援センターを初め、入所施設や地域の障がい者のいろんな福祉事業所、あと、医

療機関、グループホーム、親との同居、これも福祉事業所ですね。地域の福祉事業所等と面的整備も含

めてやっていくということで、どう考えても、拠点型で拠点だけに任せる拠点というのは、仕組みでは

なく、それがハードになってしまうということなので、地域の医療機関も含めて、福祉事業所、皆さん

方が一致協力しないと、この仕組みというのができないと考えられます。

ですから、拠点というものを中心に据えつつ、市内の事業所が横に連携をとって協力していく、ある

いは横とつながっていくということが望まれるのかなと思っています。ただ、小さな地域で、市町村で、

一応、拠点を１個つくって、そこにやってもらうわというところが幾つかあると思うんですが、先ほど

壮大な実験と言いましたが、実験する中で、それじゃだめだなということが多分、出てくるんだろうと

思います。拠点をつくった上で、そこを中心にほかの事業所もそこで連携をとるということをしていか

ないと、仕組みにならないと思っていて、目指すのはここかなと思っています。

ここからは具体的な拠点の機能ですとか、お時間のあるときに読んでおいていただければと思うんで

すが、多機能拠点型の施設があって、全体を面的整備ということで、他の事業所を含めてやっていくと。

人材育成については、拠点がやりながら、ほかの事業所の人たちも受けに来ると。ＯＪＴなんかも含め

てやっていくと。実習の受け入れなどもやっていくということで、市内のほかの事業所の人材もここで
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育っていくということが、できたらいいなということを期待しているということですね。

これは大分市のモデル事業ですが、面的整備でのデメリットでこう出ています。運営管理、難しい、

ネットワーク構築、難しい、情報共有、難しい、いろんな難しい部分が出ています。確かに、一面見れ

ば、他の事業所さんというのはある意味商売がたき。ネットワークしてよ、横の連携ちゃんとやってよ、

情報共有してよと言っても、難しいこともあるのかもしれない。でも、同じ市内の障がい者を支援する

という大局に立てば、連携をとっていくことがその目的にかなうということでもあるわけで、ここをど

ういうふうにみんながウイン・ウインの状態になっていくかというところが鍵になってくるのかと思い

ます。

こちらは夜間帯の電話でどんな連絡があったかということの例になります。いろんな電話があったみ

たいですね。家族が緊急入院して、本人が１人残されてしまったという連絡があったりとか、家族から

殴られて、２人で家から逃げてきて、今、スーパーにいるとか、そんな話が舞い込んできます。

でも、これはこういった電話を受けるところがあって、本当によかったねということだと思うんです

ね。これを受けるところがなかったら、この人たち、大変なことになっているということなので、こう

いうことを受けて、場合によっては、うちのショートステイに泊まんなさいとか、今から警察を呼んで

あげるからとか、いろんな対応がここでなされたと思います。

ただ、夜間帯の電話というのは、本当にそんなに数が多いわけではないと大分市の方も言っていまし

たが、だから、こういう事例があるということと、夜間帯の電話を恐れる余り、こういう 24 時間対応

をしないということにならないように、みんなでやれば大丈夫だよという話をされていました。

先ほど言ってしまいましたが、目指すあり方としては、多機能拠点、プラス面的整備の混合型なんだ

ろうと思います。そのためには、この部会も含めて協議会の活用をしていただきたいというのと、基幹

相談支援センターをどう活用していくか。先ほど言った地域定着支援をどう活用していくかと。活用を

ぜひ図ってほしい。既存の公的社会資源、関係機関、既存の事業所のネットワークのところが、先ほど

から話しているところです。

熱意関係を３つほど書かせていただいたんですが、これを実現していこうとなると、実験ですから、

関係者の熱意、この実験を成功させてやろうという熱意がないと、成功しないだろうと思っています。

多機能拠点の法人の熱意はもちろんですが、これを支える市の熱意というものもないともちろんだめだ

し、そういったものがそろって、初めてこの地域生活支援拠点というものが実現していくのかなと思っ

ていて、まさに地域の主権というものが試されているんだろうと思っています。

まず、課題の整理というところが必要で、そのためにみんなで、みんなでというのは、事業者だけで

はなく、先ほど言ったように関係者、あるいは当事者、あるいは当事者家族も含めて、みんなでともに

考え、共通の目標を掲げ、ともにつくっていくという意気込みでないと、この拠点というのは成功しな

いと思っています。

以上になります。ありがとうございました。（拍手）

ご質問等あれば。
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サブリーダー：よろしいですか。何か質問とかありますか。大丈夫ですか。

先生、どうもありがとうございました。

私も本会で聞かせいただいたときに認識を新たにしたのが、ハードではないという、仕組みだという、

名前がいけないんじゃないかとかとも思ったんですが、ソフト、仕組みなんだと。私どもの施設のすぐ

隣というか、同じ敷地内にできる拠点であるので、それこそ同じ仕組みの中に組み込まれてやっていく

必要があるんだなというのを、本当に改めて感じました。どうもありがとうございました。

それでは、本日の議題は全てこれで終了いたしましたが、最後に委員の皆様、もしくは事務局からお

知らせ等ありましたら、お願いいたします。

大丈夫ですか。ありがとうございます。

それでは、早くなりましたが、本日の部会はこれで終了させていただきます。

ぐだぐだになった司会で申しわけありませんでした。

次回の会議は、９月６日木曜日を予定しております。よろしくお願いいたします。

本日はありがとうございました。



浦安市自立支援協議会地域生活支援部会（平成 30年度第１回）

次第

平 成 30 年 ５ 月 24 日 （ 木 ）

午 後 １ 時 30 分 ～ ３ 時 30 分

市 役 所 ４ 階 会 議 室 Ｓ ２ ・ ３

１．開会

２．議題

（１）平成 30 年度地域生活支援部会の運営と議題

（２）実績報告

・平成 29 年度就労支援センター

・浦安福祉事業体

３．講話

「浦安市障がい者福祉計画の実現に向けて

～浦安市に求められる地域生活支援拠点とは」

講師：髙木 憲司 氏

（和洋女子大学准教授、浦安市自立支援協議会会長）

４．閉会
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平成 30 年度浦安市自立支援協議会と部会の運営及び議題について

１．自立支援協議会について

(1) 組織

自立支援協議会は、市長より委嘱を受けた委員で構成する。

自立支援協議会は、協議事項を円滑に処理するため、また、障がいを持つ当事者からの意見を

聴取するため、５つの部会を置く。

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

名称 目的 主な議題

自立支援協議会

障がいのある人もない人も共に暮

らしやすいまちづくりに関し、関係

機関による定期的な協議を行う。

地域課題の整理と対応に関する事項

基幹相談支援センター等の事業につい

ての検証及び評価

権利擁護部会

障がい者の権利を擁護するための

ネットワーク作りと啓発・広報活動

を行う。

障がい者の権利擁護に係る啓発・広報

に関する事項

障がい者虐待防止に関する事項

成年後見制度の普及に関する事項

障がいを理由とする差別の解消に関す

る事項

こども部会

生まれてから 18 歳になるまでのこ

どもへの支援を協議し、ライフステ

ージに合わせた必要な支援と関係

機関のスムーズな連携を図る。

教育と福祉の連携に関する事項

相談体制の充実に関する事項

相談支援部会

相談事例の検討や課題の解決につ

いて協議し、相談支援事業の充実と

相談支援事業所の連携を図る。

サービス等利用計画等の質の向上に関

する事項

相談支援事業の充実に関する事項

地域生活支援部

会

障がい者の就労・住居等地域生活全

般に係る諸問題の解決に向けて協

議を行うとともに障がい福祉サー

ビス事業の充実を図る。

障がい者の就労に関する事項

障がい者の住まい・地域定着に関する

事項

障がい者の地域でのくらし全般に関す

る事項

本人部会

当事者間の情報交換を行い、相互理

解を図るとともに、地域課題を提案

する。

情報交換に関する事項

地域課題の提案に関する事項

自立支援協議会

権利擁護部会 こども部会 相談支援部会 地域生活支援

部会

本人部会
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(2) 合同部会

部会間の情報交換を行い、連携を図るため、合同部会を開催する。

合同部会では、活動報告及び基幹相談支援センター等の活動報告をおこなう。

(3) 開催回数

自立支援協議会 年６回

部会 年４回程度（本人部会 年３回）

合同部会 年２回

(4) 報酬等

自立支援協議会

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

部会

１回あたり 5,000 円（報償）

ただし、次に相当する場合は、報酬等の支払いの対象とならない。

・指定管理者、委託事業者、市内に本拠を置く社会福祉法人に所属する委員

・合同部会

・介助者及び意見聴取のために参加する方

(5) 代理出席

自立支援協議会及び障がい者福祉計画策定委員会は、代理の方が出席することはできない。

各部会は、公募委員を除き、事前に事務局に申請することにより、委員が所属する団体等の

会員又は職員が代理人として出席することができる。

(6) 会議と議事録の公開

協議会及び部会の会議と議事録は原則公開とする。

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

議事録には自立支援協議会及び部会全て委員名を記載せず「団体名」のみ表記する。

(7) 事務局

浦安市 福祉部 障がい事業課
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２．会議の進行について

(1) 協議会と各部会の連携体制

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

会等へ協議の依頼等を行う。

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

項」を確認し、協議会へ報告・提案等を行う。

(2) 障がい者福祉計画と連動した福祉施策の推進

協議会及び部会では、障がい者福祉計画で示した重点的な取り組み推進のための意見を伺う。

また、障がい者福祉計画の進捗状況の確認と検証を行う。

【浦安市障がい者福祉計画の概要】

・目的：「浦安市総合計画」の部門計画として策定（浦安市地域福祉計画のひとつ）。

総合計画との整合性を保ち、かつ、国・県の関連計画とも連携を図りつつ、

障がい者施策を総合的かつ計画的に推進する。

・構成：第１編「障がい者計画」（障害者基本法に基づく）

市が取り組むべき障がい者施策の方向性を示す。

第２編「障がい福祉計画」（障害者総合支援法に基づく）

障がい福祉サービスをはじめ地域生活に必要なサービスの見込み量と確保策を

定める。

・計画期間：平成 30 年度～32 年度の３カ年（平成 27 年度～32 年度の６カ年計画の後期）

協議会 部会

協議の依頼・課題の分配等

地域課題の掘り起し・報告・提案等
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３．障がい者福祉計画：施策の体系

施策の方向性 基本施策

（１）啓発の推進

（２）

（３）交流機会の拡充

（１）相談支援の充実

（２）在宅福祉サービスの充実

（３）日中活動の場の充実

（４）住まいの場の充実

（１）

（２）保健・医療・リハビリテーションの充実

（１）就学前療育・教育の充実

（２）就学後療育・教育の充実

（３）就学・進学相談の充実

（４）ライフステージを通じた支援の推進

（１）

（２）福祉的就労の促進

（１）歩行空間・建築物の整備

（２）移動・交通手段の整備

（３）

（１）余暇活動の促進

（２）自主的活動の促進

（１）権利擁護施策の推進

（２）虐待の早期発見・防止

（３）

担い手となる市民との協働による支援

活動の促進

障がいの原因となる疾病等の予防・

障がいの早期発見

障がい者雇用の推進と就労支援体制

の充実

安心・安全に暮らせるまちづくり

の推進

差別の解消と合理的配慮の提供

の推進

重点

重点

重点

１．理解と交流の促進

２．福祉・生活支援の充実

３．保健・医療の充実

４．子どもへの支援の充実

５．雇用・就労支援の推進

６．生活環境の整備

７．自立と社会参加の促進

８．差別の解消、権利擁護の推進及び

虐待の防止

重点

重点

重点
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４．障がい者福祉計画：重点的な取り組み

重点的な取り組み① 理解と交流の促進

障がいと障がいのある人への市民の理解を深める取り組みを行うとともに、より効果的な啓発活動の

方法を検討し、積極的に展開していきます（概要版より）。

【基本施策（取り組みの方向性）】

・啓発の推進

（広報紙などによる理解の促進、理解と協力の呼びかけ、啓発活動の推進、職員の研修機会の充実）

・担い手となる市民との協働による支援活動の促進

（市民による支援活動の推進、地域ぐるみの福祉ネットワークの整備、ボランティア活動の推進）

・交流機会の拡充（地域との交流の推進、学校での交流及び共同学習の推進）

⇒ 権利擁護部会

重点的な取り組み② 福祉・生活支援の充実

障がいのある人が、自身の望むライフスタイルに応じて自己決定を行い、また、自ら意思を決定する

ことが困難な障がいのある人に対しては、意思決定の支援に配慮しつつ、日常生活などに関して自らの

意思が反映された生活を送ることができるように、サービス等利用計画の充実を推進し、一人ひとりの

ニーズに対応したサービスの提供に努めます（概要版より）。

【基本施策（取り組みの方向性）】

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

サービス等利用計画作成の質の向上）

・在宅福祉サービスの充実（支援の人材の確保、利用者の負担軽減、福祉サービス情報の周知と利用の

促進、生活安定のための制度の充実、在宅生活を支えるサービスの充実）

・日中活動の場の充実（既存の日中活動の場の充実、日中活動の場の整備）

・住まいの場の充実（グループホームの機能を有する地域生活支援拠点の整備、グループホームの拡充、

住宅関係支援の充実、入所施設の支援）

⇒ 相談支援部会・地域生活支援部会

重点的な取り組み③ ライフステージを通じた支援の推進

一人ひとりのニーズに応じたきめ細かな支援を行うために、サポートファイル（障がいの特性や特徴、

支援内容を記録して、支援者が情報を共有するためのファイル）を活用して、乳幼児期から各ライフス

テージに対応した支援を推進します（概要版より）。

【基本施策（取り組みの方向性）】

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

⇒ こども部会
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重点的な取り組み④ 雇用就労支援の推進

障がいのある人が希望と適性に応じて就労すること、社会的・経済的に自立できることをめざし、障

がいのある人が働く環境の整備や就労支援体制の充実を推進します（概要版より）。

【基本施策（取り組みの方向性）】

・障がい者雇用の推進と就労支援体制の充実

（市及び関連機関での雇用の促進、民間事業者での雇用の促進、就労支援体制の充実と関係機関の連携）

・福祉的就労の促進（福祉的就労の場の充実、就労施設等の受注・販売の拡大）

⇒ 地域生活支援部会

重点的な取り組み⑤ 安心・安全に暮らせるまちづくりの推進

災害時要援護者の安否確認や避難支援が迅速におこなえるよう、福祉避難所と支援体制を整備すると

ともに、広く民間の事業所にも協力を求め、ともに災害時の支援にあたります。また、支援する人、支

援を受ける人双方の防災意識の向上に取り組みます（概要版より）。

【基本施策（取り組みの方向性）】

・安心・安全に暮らせるまちづくりの推進

（災害時要援護者への支援、自主防災組織への協力、福祉避難所の機能の強化及び人材の確保、

福祉用具の備蓄、防災意識の向上の推進、緊急通報装置等の充実）

⇒ こども部会での課題整理 → 自立支援協議会

重点的な取り組み⑥ 差別の解消と合理的配慮の提供の推進

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

きる社会の構築のため、障がいのあるなしにかかわらず、お互いに理解が深まるように、差別の解消と

合理的配慮を推進し、障がいのある人が社会に参加する機会の拡充を図ります（概要版より）。

【基本施策（取り組みの方向性）】

・差別の解消と合理的配慮の提供の推進

（差別解消のための体制整備、行政サービスにおける配慮の推進、合理的配慮の提供の推進）

⇒ 権利擁護部会 ほか
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５．30 年度の主な議題案

（１）自立支援協議会

◆平成 30 年度の議題案

・障がい者福祉計画の実現に向けて

・障がい者福祉計画の進捗管理

・各部会からの意見集約

・地域生活支援拠点の機能 ほか

（２）権利擁護部会

◆平成 30 年度の議題案

・障がい者福祉計画の実現に向けて

・平成 30 年度権利擁護部会について（第１回会議）

・権利擁護センター：平成 29 年度実績報告（第１回会議）

・成年後見制度：平成 29 年度実績報告（第１回会議）

◆議題に対する意見等（＊平成 29 年度第６回自立支援協議会議事録より抜粋）

・グループワークで事例検討を進めたい。

・障がい者福祉計画で重点項目となっている啓発の推進を意識して、議論を深めたい。

・ヘルパー不足など現場は厳しい状況なので、本質的な議論をしたい。

・条例わかりやすい版は必ずしも冊子でなくてもよい。手法にとらわれない方がよい。

・マクロな議論もミクロな議論も両方必要。

・対象により啓発のアプローチの仕方は異なる。その点を考慮した議論もできればよい。

（３）こども部会

◆平成 30 年度の議題案

・障がい者福祉計画の実現に向けて

・平成 30年度こども部会について（第１回会議）

・青少年サポート事業：平成 29 年度実績報告と 30 年度事業計画（第１回会議） ほか

◆議題に対する意見等（＊平成 29 年度第６回自立支援協議会議事録より抜粋）

・災害時に子どものことが分かる情報共有ツールは、サポートファイルだと思うが、サイ

ズが大きく持ち出しづらいので、オンライン化などを検討してもらいたい。

・災害時の備えの問題は、子どもに特化した課題ではなく、障がい者全体のことなので、

自立支援協議会の方で話し合ってほしい。東日本大震災の経験を生かして、

・自助・共助・公助を、明確し、具体的に課題を整理する必要があると思う。

・子どもに関わる機関の障がいについての理解とか差別の解消の推進について

・高校から就労支援事業所とも関わるので、就労支援についても協議したり、他部会と連

携したい。
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（４）相談支援部会

◆平成 30 年度の議題案

・障がい者福祉計画の実現に向けて

・平成 30年度相談支援部会について（第１回会議）

・基幹相談支援センター：平成 30年度事業計画（第１回会議） ほか

◆議題に対する意見等（＊平成 29年度第６回自立支援協議会議事録より抜粋）

・地域生活支援拠点の機能やあり方については、相談支援と密接に関わるので、併せて話

し合いが必要だと思う。

・地域課題をはっきりさせるためにも、事例検討をして現場の実態を教えてほしい。

・施設の防災対策などを進めてほしい。

・サポートファイルの活用を進めてほしい。

・子どもの検診で発達に不安を持った保護者などが、安心して相談ができる体制の仕組み

づくりと、周知方法について議題としてほしい。

・介護保険とうまく連携し、一人の相談支援専門員が受け持つ計画相談の件数の目安を決

められるとよい

・精神障がいの人が退院した後の支援体制を充実してほしい。

（５）地域生活支援部会

◆平成 30 年度の議題案

・障がい者福祉計画の実現に向けて

・平成 30年度地域生活支援部会について（第１回会議）

・就労支援センター：平成 29 年度実績報告（第１回会議）

・福祉事業体：平成 29年度活動報告（第１回会議）

◆議題に対する意見等（＊平成 29年度第６回自立支援協議会議事録より抜粋）

（グループワークにおいて、住まいの場に係る課題の原因を分析した）

・グループホーム利用者が体験して選べる環境が必要

・外部ヘルパー型のグループホームを作る必要がある。

・現在の市の補助は恒常的なものではないのでグループホームの運営上不安がある。

（６）本人部会

◆平成 30 年度の議題案

・障がい者福祉計画の実現に向けて

※本人部会は、協議会の方針を決めて、議題提供する。

◆議題に対する意見等（＊平成 29年度第６回自立支援協議会議事録より抜粋）

・講師による障害福祉に関する講義を受ける。

・権利擁護センターに入ってきた事例について、当事者目線での解決案を考える。

・ほかの障害がある人を知るため、障がい福祉の現場を見学する。

（７）合同部会

◆目的と主な議題

・目的：部会間の情報交換を行い、連携を図る。

・主な議題：各部会の活動報告、基幹相談支援センターの実績報告

◆平成 30 年度の議題案

※平成 30年度の合同部会は、共通テーマである障がい者福祉計画の実現に向けて、

更なる議論の場として位置付けて直し、必要に応じて実施したい。



議題１資料１
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◆参考：合同部会の実績

年度 年月日 内容

29

第１回

(H29.9.28)

自立支援協議会及び部会の活動報告

講演会 「成年後見制度の基礎知識」

講師：佐久間 水月氏（弁護士）

第２回

(H30.2.8)

自立支援協議会及び部会の活動報告

講演会 「自立支援協議会における地域資源の活性化」

講師： 野澤 和弘 氏（毎日新聞論説委員）

28

第１回

(H28.9.29)

自立支援協議会及び部会の活動報告

講演会「青少年サポート事業の概要と

発達障がい者等の支援について」

講師：中島展 氏（（一社）こども未来共生会 理事長）

第２回

(H29.2.16)

自立支援協議会及び部会の活動報告

講演会「障がい者施策の現状について」

講師：髙木 憲司氏（和洋女子大学准教授）

27

第１回

(H27.7.16)

自立支援協議会及び部会の活動

平成 26 年度基幹相談支援センターの実績

平成 27 年度基幹相談支援センターの事業計画

第２回

(H28.1.21)

自立支援協議会及び部会の活動

基幹相談支援センター上半期実績報告

26

第１回

(H26.7.30)

協議会及び部会活動報告

基幹相談支援センター実績報告・事業計画

第２回

(H26.12.25)

自立支援協議会及び各部会等活動報告

基幹相談支援センター上半期実績報告

25

第１回

(H25.7.26)

平成 25 年度浦安市自立支援協議会及び各部会の活動報告

平成 24 年度浦安市障がい者総合相談支援事業実績報告

基幹相談支援センターの事業計画について

第２回

(H25.12.26)

協議会及び部会活動報告

基幹相談支援センター実績報告

（８）その他

市の事業報告については、自立支援協議会及び各部会において、適宜行っていく。
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議題２資料（１）

平成 29 年度 浦安市就労支援センター実績報告

１．業務内容

業務項目 件数 前年度 増減

１．就労相談 239 300 -61

２．生活技能

訓練

作業 7,570 7,006 564

ＰＣ 773 709 64

合計 8,343 7,733 610

３．ジョブコーチ支援 0 0 0

４．職場実習 22 21 1

５．就職活動支援 483 361 122

６．職場開拓 9 2 7

７．職場定着支援 2,225 1,869 356

８．離職者支援 68 169 -101

９．情報提供 912 869 43

１０．就労支援ネットワーク 144 256 -112

合計 12,445 11,580 865

※電話相談を含む

２．業務件数（生活技能訓練及びジョブコーチを除く）

内訳 来所 電話 訪問 合計

件数 1,303 2,163 648 4,102

前年度 1,310 1,966 572 3,848

増減 -7 197 76 254

３．登録者数 ※重複障がいを含む

内訳 人数
障がい別

知的 身体 精神 手帳なし

平成 29 年度 33 12 4 17 0

前年度 36 20 3 14 0

累計（平成 20 年４月以降） 379 166 81 128 14
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４．就職者・離職者・在職者 ※重複障がいを含む

合計 知的 身体 精神 手帳なし

平成 29 年度

就職者（一般） 17 10 1 6 0

就職者（Ａ型） 5 3 1 1 0

離職者（一般） 10 7 0 6 0

離職者（Ａ型） 3 2 0 3 0

前年度

就職者（一般） 22 17 2 7 0

就職者（Ａ型） 16 12 0 7 0

離職者（一般） 10 8 1 2 0

離職者（Ａ型） 1 0 0 1 0

累計

（平成 20 年 4 月以降）

就職者（一般） 161 107 22 37 0

就職者（Ａ型） 42 23 7 12 0

離職者（一般） 60 41 7 21 0

離職者（Ａ型） 10 6 1 5 0

在職者 130 91 20 25 0

５．就労支援ネットワーク会議

＜就労支援ネットワーク会議＞

（１）日時

平成 29 年７月 3 日（月）13：30～15：00

（２）議題

①平成 28 年度就労支援センターの実績報告・浦安福祉事業体活動の報告

②平成 28 年度障がい者就労施設等から物品等調達実績及び平成 29 年度

障がい者就労施設等からの物品等調達方針について

③その他（障がい者権利擁護センター実績報告、市内就労系事業所の定員・

利用状況及び特別支援学校の就労状況の共有など）

＜就労支援ネットワーク特別講演会＞

（１）日時

平成 30 年 3 月 22 日（木）18：00～20：00

（２）講師 堀江 まゆみ 氏

白梅学園大学子ども学部発達臨床学科教授

NPO 法人 PandA-J 代表

（３）テーマ

やさしいまちうらやすを目指して…

わたしたち一人ひとりにできることを考える
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議題２資料（２）

浦安福祉事業体活動報告

浦安福祉事業体とは、障がい者の自立及び就労の拡大、賃金向上を目的に、市内の障が

い福祉サービス事業者が共同で受注・販売を行うために、平成 27 年 4 月から構成した組

織です。

平成 30 年 5 月現在、11 事業者が参加しており、新庁舎食堂・売店部、小型家電リサ

イクル部、新浦安駅前部、老人福祉センター部の４つの部が活動しています。

＜浦安市福祉事業体 構成事業者一覧＞

事業者名
新庁舎食堂・

売店部

小型家電リサ

イクル部
新浦安駅前部

老人福祉セン

ター部

NPO 法人あいらんど ○ ○ ○

NPO 法人かぷあ ○ ○ ○

（福）敬心福祉会 ○ ○ ○

（福）サンワーク ○

（有）総合福祉サ－ビス ○ ○ ○ ◎

NPO 法人タオ ○ ○ ◎ ○

NPO 法人千楽 chi-raku ○ ○ ○

（株）徳正 ○ ○

（福）ﾊﾟｰｿﾅﾙｱｼｽﾀﾝｽとも ○ ○ ○ ○

（福）なゆた ○ ◎ ○ ○

NPO 法人フレンズ ◎ ○ ○ ○

（１）新庁舎食堂・売店部

 平成 28 年 6 月に、市役所新庁舎 10 階に sora-café をオープン。就労継続支援 A 型

事業所として運営。食堂隣売店において、各事業所の製品を販売。

（２）小型家電リサイクル部

平成 27 年 7 月から業務開始。

・業務内容

①指定場所（市内公共施設 11 か所）から使用済み小型家電の回収

②回収物の分解、資源物の選別、計量、報告

③指定場所（クリーンセンター）への納品

・業務委託料 4,364,928 円（税込）
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・平成 29 年度納品実績（平成 29 年 4 月～平成 30 年 3 月） 単位：kg

携帯電話 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ ﾘﾁｳﾑ電池 コード類 基板 銅線

364.47 257.88 516.77 2344.40 1851.70 225.30

ﾄﾗﾝｽ/ﾓｰﾀｰ ﾏｸﾞﾈﾄﾛﾝ ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ 金属複合物 残渣物 総重量

2491.50 647.00 363.40 16995.80 6780.38 32838.60

（３）新浦安駅前部

・業務内容

①新浦安駅前プラザ内オリーバの運営

②オリーバ内はぴまるワゴン、福祉フェアでの製品販売

（４）老人福祉センター部

平成 29 年 4 月に、老人福祉センター内のスペースに喫茶「檸檬」をオープン。

（５）その他 イベントにおける出店

イベント 参加事業者数

納涼盆踊り大会 2

市民まつり 6

第 3 回障がいのある人もない人も！かがやくまちうらやす 10

(売上 320,170 円)

国際交流フェスティバル 2

プロ野球イースタンリーグ 2



浦安市に求められる 
地域生活支援拠点とは 

 

髙木憲司 



地域生活支援拠点とは・・・ 

浦安市内の障害者、障害児、その家族が 
安心して、地域での生活を継続できるように 
支えるための仕組み 

重度化 

高齢化 

親なき後 

専門性あ
る人材 

緊急時対応 

支える
仕組み 

重度者が引っ越したり、他市の事業所を使わざるを得ない現状を打破！！ 



地域生活支援拠点等の整備促進について（通知）【骨子】 

平成29年7月7日 

趣旨 
 Ｈ32年度までの間、地域生活支援拠点等の整備促進を図るため、目的、必要な機
能等、市町村・都道府県の責務と役割を周知・徹底する。 

目的 
 障害者等の重度化・高齢化や「親亡き後」に備えるとともに、重度障害にも対
応できる専門性を有し、障害者等やその家族の緊急事態に対応を図る。 

（１）緊急時の迅速・確実な相談支援の実施・短期入所等の活用 
 
 ⇒地域における生活の安心感を担保する機能を備える。 
 
（２）体験の機会の提供を通じて、施設や親元からＧＨ、一人暮らし等への生

活の場の移行をしやすくする支援を提供する体制を整備 
 
 ⇒障害者等の地域での生活を支援する。 



必要な機能等 
 拠点等の機能強化を図るため、５つの機能を集約し、ＧＨや障害者支援施設等に
付加した「多機能拠点整備型」、また、地域における複数の機関が分担して機能を
担う体制の「面的整備型」等、地域の実情に応じた整備を行う。（例：「多機能拠
点整備型」＋「面的整備型」） 
 
  ①相談       ②緊急時の受け入れ・対応 
  ③体験の機会・場  ④専門的人材の確保・養成  ⑤地域の体制づくり 
 
※ 地域の実情を踏まえ、必要な機能やその機能の内容の充足の程度については、
市町村が判断する。 

そもそも、何故「地域生活支援拠点」が必要なのか？ 

24時間365日、安心できる場所で暮らしたい → 施設入所 

・重度障害のある人 
・行動障害のある人 
・突発的な対応が必要な方 

選択肢は、施設入所しかないのか？ 
地域で暮らし続けるためには何が必要なのか？ 
→・・・5つの機能が必要 



障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能（相談、体験の機会・
場、緊急時の受け入れ・対応、専門性、地域の体制づくり）を、地域の実情に応じた創意工夫
により整備し、障害者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築。 

体験の機会・場 

●地域生活支援拠点等の整備手法（イメージ）※あくまで参考例であり、これにとらわれず地域の実情に応じた整備を行うものとする。 

各地域のニーズ、既存のサービスの整備状況など各地域の個別の状況に応じ、協議会等を活用して検討。 

多機能拠点整備型 面的整備型 

体験の機会・場 

緊急時の受け入れ 

相談 

多機能拠点型と面的整備型（イメージ） 

グループホーム 
障害者支援施設 

基幹相談支援センター  等 

専門性 
地域の体制づくり 

障害福祉サービス・在宅医療等 

必要に応じて連携 

相談 

緊急時の受け入れ 

グループホーム 
障害者支援施設 

基幹相談支援センター  

短期入所  

相談支援事業所  

日中活動サービス 
事業所  

地域の体制づくり 

専門性 

コーディネーター  

5 



（1）具体的な内容 
①相談 
○ 基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定相談支援事業とともに 
 地域定着支援を活用して、コーディネーターを配置し、 
 緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、 
 常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に 
 必要なサービスのコーディネートや相談その他必要な支援を行う機能 
 

コーディネーター 
（地域定着支援を活用） 

事前に把握・登録 

緊急の事態に対応（相談） 

緊急時の支援が見込めない 
障害当事者 

ヘルパー事業所からの派遣や緊急短期入所等 

常時の連絡体制 

最重要 



②緊急時の受け入れ・対応 
○ 短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、 
 介護者の急病や障害者の状態変化等の緊急時の受け入れや 
 医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能 
 
 
 
③体験の機会・場 
○ 地域移行支援や親元からの自立等に当たって、 
 共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や 
 一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能 
 
 
④専門的人材の確保・養成 
○ 医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害
者に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応が
できる人材の養成を行う機能 

人は「想像でき
ないこと」は 
自らしない！ 

強度行動障害支
援者養成研修 

喀痰吸引等研修 



⑤地域の体制づくり 
○ 基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定相談支援、一般相談支援等
を活用してコーディネーターを配置し、地域の様々なニーズに対応できるサー
ビス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能 

  
 ※ 医療的ケアが必要な障害者等への対応が十分に図られるよう、多職種連携

の強化、緊急時の対応等について、医療機関との連携も含め、各機能を有機
的に組み合わせる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ※ ５つの機能以外に、地域の実情に応じた機能を創意工夫し、付加すること

も可能。 
  （例：「障害の有無に関わらない相互交流を図る機能」、 
     「障害者等の生活の維持を図る機能」等） 

地域包括ケアシステムの推進 
（高齢分野・児童分野・防災分野等との連携） 

本人 

医療 

住まい 

人間関係 

働く・日中活動 

連携体制構築会議 

余暇活動 

社会資源を
つなげる 

社会資源がな
ければつくる 

インフォーマ
ルな社会資源
こそ重要 



（２）運営上の留意点 
 
①拠点等において支援を担う者（支援者）の協力体制の確保・連携 
 
 支援者が拠点等における必要な機能を適切に実施するために、支援者全員が、
地域の課題に対する共通認識を持ち、目的を共有化し、協力及び連携して業務
を実施しなければならない。 
 
②拠点等における課題等の活用について 
 
 拠点等においては、個別事例の積み重ねから、地域に共通する課題を捉え、
地域づくりのために活用することが重要である。 
 そのため、例えば、支援者レベルの検討会を開催し、蓄積された事例を集約
し、市町村が設置する協議会の部会等の場に報告することが必要である。 
 

地域生活支援拠点 

自立支援協議会 

支援者検討会 
（事例の集約） 

事例の分析 
課題の抽出 

地域課題の共有 

報告 



③拠点等に必要な機能の実施状況の把握 
 市町村は、拠点等に必要な機能が適切に実施されているかどうか、定期的に又は
必要な時に、例えば、市町村が設置する協議会の部会等の場を活用して、拠点等の
運営に必要な機能の実施状況を把握しなければならない。 
 
 具体的には、例えば以下の（ア）から（サ）に掲げる内容を踏まえながら、拠点
等に係る短期・中期・長期の運営方針を定めていくこととし、その実施状況を把握
する。（以下に掲げる内容は例示である。） 
 
（運営全般に関するもの） 
（ア）拠点等の組織・運営体制・担当する区域（※）におけるニーズの把握を行っているか 
 ・拠点等の整備方針の基本理念の検討、関係者間の共有化が図られているか 
（イ）地域ごとのニーズに応じて重点的に行うべき業務の方針 
 ・重度、高齢化、独居世帯等の障害者等の生活状況の確認を行っているか 
（ウ）障害福祉サービス等事業所・医療機関・民生委員・ボランティア等の関係者とのネットワーク（地域

社会との連携及び専門職との連携）構築の方針 
 ・障害者等や地域住民を含め地域の関係者を集めて、協議会で把握した地域の課題を共有するための勉強

会やワークショップ等を開催しているか 
（エ）個人情報の保護 
 ・支援者間において、市町村が定める個人情報保護の規定を踏まえた対応が図られているか 
（オ）利用者満足の向上 
 ・相談や苦情に適切に対応できる体制となっているか 
（カ）公正、公平性・中立性の確保 
 ・公正、公平性・中立性の観点から、適切に障害者等の受け入れを行っているか 

※ 拠点等の整備に係る区域（担当区域）については、市町村の人口規模、業務量、運営財源や専門
職の人材確保の状況、地域における日常生活圏域等との整合性に配慮し、効果的・効率的に業務が
行えるよう、市町村の判断により担当区域を設定する 



（個別機能に関するもの） 
（キ）相談 
 ・障害者等やその家族の相談には各制度とも十分に連携しながらワンストップで対応しているか 
（ク）緊急時の受け入れ・対応 
 ・「緊急時」の定義付けを行い、緊急時の対応（定義外の対応を含む。）について、具体的な方法を

定めているか 
（ケ）体験の機会・場 
 ・空き家・公民館等を最大限活用しているか 
（コ）専門的人材の確保・養成 
 ・障害者等の重度化・高齢化に対応できる人材を確保・養成するため、専門的な研修等の機会を確保

しているか 
（サ）地域の体制づくり 
 ・地域の多様な社会資源の開発や最大限の活用を視野に入れた必要な体制を構築しているか 
 

④各制度との連携 
 拠点等は、障害者等の地域での生活を支援することを目的としているため、
地域における障害福祉以外のサービス等との連携体制の構築が重要であるため、
各制度とも十分に連携しながら、拠点等の運営に当たる必要がある。 
 

地域生活支援拠点 障害福祉サービス 

連 携 

介護保険サービス 

児童福祉サービス 学校 医療機関 

発達障害者支援センター 労働関係機関 

課題の共有 



（１）整備に向けた取組 
・拠点等は、「基本的な指針」において、平成29年度末までに市町村等に少な
くとも一つ整備することとしているが、必ずしも整備に向けた取組が進んでいな
い状況である。（H28.9月時点で22自治体） 
・このため、第五期障害福祉計画においても引き続き同様の整備目標を掲げるが、
第四期障害福祉計画の期間中に拠点等の整備を行わなかった市町村等においては、
既に整備が進んでいる地域の事例等も参考としながら、地域におけるニーズの
把握や課題の整理を早期に行い、積極的な整備を進める必要がある。 
・なお、拠点等の整備がなされたか否かについては、市町村における必要な機
能等を踏まえ、その実効性が担保されたかどうか等により総合的に判断された
い。 
・その際、拠点等の整備時期を明確にしておくことが必要である。例えば、協
議会等の合意をもって、拠点等の整備がなされたと判断することも考えられる。
そのため、「多機能拠点整備型」、「面的整備型」等の整備においては、市町村
が、例えば、協議会等の必要な場を主体的に設ける必要がある。 
・また、「面的整備型」を行うに当たって、短期入所事業所を整備することと
なった場合等について、社会福祉施設等施設整備費の優先的な整備対象として
ふさわしいものと考えられる。 
・さらに、地域生活支援事業等の「地域移行のための安心生活支援」の事業も
活用いただきたい。 

市町村・都道府県の責務と役割 



（２）必要な機能の確保・発揮に向けた体制整備に向けての留意点 
 市町村は、「地域生活支援拠点等の整備に際しての留意点等について」（平成
28年８月26日事務連絡）において示している点に留意し行うこと。（P15～19） 

 
（３）拠点等の必要な機能の充実・強化 
 市町村は、拠点等において必要な機能を充実・強化することができるよう、そ
の関与に努めるものとする。 
 
市町村の定期的な評価 
・まずは拠点等の支援者自らがその取組を振り返るとともに、整備主体たる市町
村が拠点等の運営や活動に対する評価を定期的に行うことが重要である。 
→具体的には、例えば、市町村が設置する協議会の部会等の場を活用し、利用者、
家族等の関係者からの意見等も踏まえ、市町村が定めた運営方針を踏まえた効果
的、効率的な運営がなされているか等について、評価を適切に行い、公正、公平
性・中立性の確保や効果的な取組の充実を図るとともに、不十分な点については
改善に向けた取組を行っていくことで中長期的な観点からも一定の運営水準を確
保していくことが期待できる。 

地域生活支援拠点 
自立支援協議会 

利用者、家族等の
関係者からの意見
も踏まえ、効果的、
効率的な運営が
なされているか等に
ついて評価 

チェック 



拠点等の取組情報の公表（普及・啓発） 
・拠点等は、地域で生活する障害者等やその家族の身近な相談機関として、そ
の業務内容や運営状況等を幅広く周知することにより、拠点等の円滑な利用や
その取組に対する障害者等及び地域住民の理解が促進されることから、市町村
は拠点等の取組内容や運営状況に関する情報を公表するよう努めることとする。
その際、特に「面的整備型」の場合については、必要な機能等を包括的に明示
するなど、わかりやすく伝わるように工夫いただきたい。 
→具体的には、名称及び所在地、法人名、営業日及び営業時間、担当区域、支
援員体制、事業の内容、活動実績及び市町村が必要と認める事項（拠点等の特
色等）の公表を行うこととするが、この取組を通じて、拠点等が自らの取組と
他の地域の拠点等の取組とを比較することも可能となり、自らの拠点等の運営
の改善にもつながることが期待できる。 

○○市○○地区拠点事業 
所在地 
法人名 
営業日 
営業時間 
担当区域 
支援員体制 
事業の内容 
・・・ 
活動実績 
・・・ 

△△市△△地区拠点事業 
所在地 
法人名 
営業日 
営業時間 
担当区域 
支援員体制 
事業の内容 
・・・ 
活動実績 
・・・ 

◎ 
△ 



（４）都道府県の役割 
 
・都道府県は、管内の市町村を包括する広域的な見地から、市町村から拠点等
の整備に関する検証及び検討状況等の聞き取りを行い、市町村障害福祉計画と
の調整を図る。また、市町村等における拠点等の整備を進めるに当たって必要
な支援（※）を行うとともに、第四期障害福祉計画の期間中に拠点等の整備が
見込まれない市町村に対して、整備に向けた検討を早期に行うよう促す必要が
ある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
・なお、平成29年度から市町村協議会の活動状況について、都道府県が適切に
把握する体制を構築するため、地域生活支援事業等において、「障害者の地域
生活の推進に向けた体制強化支援事業」を創設しているが、当該事業について
は、都道府県協議会において管内市町村協議会の具体的な活動内容等について
の報告を行う場を設けるとともに、協議会活性化の参考となる事例等の収集や
市町村間での情報交換等を行うことを推進することを目的としているため、必
要に応じて適宜活用されたい。 

※ 必要な支援については、例えば、都
道府県において拠点等の整備、運営に
関する研修会等を開催し、管内市町村
における好事例（優良事例）の紹介、
また、現状や課題等を把握し、共有す
るなど後方的かつ継続的な支援を図る
などの対応が考えられる。 

○○県セミナー 

好事例 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

  

  

 １ 協議会等の活用 

 ○ 協議会等を十分に活用し、どのような支援の拠点等を整備するかの整備方針を検討することが重要です。   

  【ポイント】 

  （１）地域の実情に応じたニーズを把握し、課題を共有する。 

  （２）地域分析（アセスメント）にあたって、関係者からのヒアリング、調査等の方法を検討する。 

  （３）関係機関等の連携・緊密化を図るため、事業所間・職種間の信頼関係構築の手法を検討する。 

  【必要な視点】  

 ○ 地域生活支援拠点等が担う必要な機能（①相談、②体験の機会・場、③緊急時の受け入れ・対応、④専門的人材

の確保・養成、⑤地域の体制づくり）の５つの必要な機能をどのように組み合わせ、どの機能を充実・強化するか、

付加する機能の検討も踏まえ、地域においてどのような体制を構築するか、目指すべき拠点等の整備方針を掲げる

ことが必要です。 

地域生活支援拠点等の整備に際しての留意点等について 

○ 平成２７年度地域生活支援拠点等整備推進モデル事業（９自治体において実施）の成果を踏まえ、

地域生活支援拠点等を整備する上で必要不可欠な観点、留意すべき点等をまとめましたので、参考

としていただき、地域の実情に応じた積極的な体制整備をお願いします。（※ 地域の実情により必

ずしも全ての事項を網羅する必要はありません。） 

○ 各自治体における取組の具体例を別紙にお示ししますので、併せて参照ください。 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡（平成２８年８月２６日） 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

  

 

 ２ 関係者への研修・説明会の開催 

 ○ 整備方針を踏まえ、拠点等を運営する上での課題を共有することが重要です。 

  【ポイント】 

  （１）利用者・家族を取り巻く専門職や地域住民に対して拠点等の意義の説明を行い、課題の共有を行いながら、解決策の提案を受ける。 

  （２）研修会等を通じ、地域の社会資源等の情報共有を図るとともに、関係機関、専門職の役割を認識する。  

  【必要な視点】  

 ○ 障害児者の生活を地域全体で支える核として機能させるためには、拠点等の理解促進・普及啓発を進めるとともに、拠点等に関与す

る全ての機関、人材の有機的な結びつきを強化することが必要です。 

 ３ 地域生活支援拠点等の整備類型、必要な機能の検討・検証 

 ○ 拠点等の整備方針、機能が地域の実情に適しているか、課題に対応できるか、十分に検討・検証することが重要です。 

  【ポイント】 

  （１）多機能拠点型・面的整備型等の整備類型について、地域定着支援等を十分に活用し、地域の実情に応じた機動的な運営が図れる

体制かどうか検証する。 

  （２）相談機能の現状、体験の機会・場、緊急時の受け入れ・対応を行う体制が十分か、また、専門的な人材の養成・確保のための対策

を講じているか、地域の体制づくりのために必要な機能を満たしているか等、随時見直しを行い、拠点としての機能の充実・発展を図

る。 

  【必要な視点】 

 ○ 地域の社会資源等を十分に活用し、緊急時の対応を含めた安定的な連絡体制の確保を図るため、中長期的に相談機能をはじめとし

た必要な機能の見直し、強化を図っていくことが求められます。 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

  

  

 １ 協議会等の活用 

   （１）地域の実情に応じたニーズを把握し、課題を共有する。 

• 自立支援協議会内にケアマネ連絡会（相談支援専門員等で組織）を設置し、相談支援業務から得られるニーズや社会資源の整理等を行っている。
［上越市］ 

• モデル事業を実施するにあたり、準備委員会を設置し、自立支援協議会委員も参加いただきながら、障害者（家族）の実態とニーズに関するアンケート
調査を 通じ、課題の抽出と検討を行った。［宇部市］ 

• 自立支援協議会で地域の課題を抽出し、拠点等に必要な機能を検討した。その結果、緊急時対応の機能がシステム化されていないことから、優先的
に整備することとした。［栃木市］ 

• 協議会に、現行の委託相談支援事業所や障害福祉サービス事業所の職員から構成される作業部会を設け、直接的に支援している職員間で、地域の
障害者の地域生活に必要な支援の具体的な検討を行った。［大分市］ 

 

  （２）地域分析（アセスメント）にあたって、関係者からのヒアリング、調査等の方法を検討する。 

•  親の会等の障害者団体（８団体）へのヒアリング、緊急短期入所委託先へ事業説明を行い、意見交換を行った。［京都市］ 

•  ５か所の市が委託する相談支援事業所に「地域生活準備サポート要員」を配置し、障害者が地域で日常生活を送るうえでどのような困難なことがあり、
どのような支援がなされれば解決するのかを実際に相談などの活動（支援）をしつつ聞き取り調査を行った。ときには福祉関係者や施設やその他の機
関などを訪問したり、家族から聴取したり、本人に同行するなどして調査した。また、1件ごとに「電話」「メール」「訪問」など、どのような手段で活動（支
援）を行ったか、その活動（支援） にどれくらいの時間を要したのか調査し、記録し、集計してニーズの多寡や傾向などについて検証した。［八王子市］ 

• 緊急時の現状を把握するため、関係する福祉サービス事業所（相談支援、短期入所、居宅介護）に対して実態調査を実施した。また、体験短期入所事
業の中で意見交換を行うことでニーズを確認した。［栃木市］ 

• 地域生活支援拠点等について求められる機能について、具体的な内容について検討するにあたって、関係団体にヒアリング、アンケートを行った。相
談支援事業所から業務を通じて困難に感じていること等の聞き取りを行った。[佐野市] 

 

  （３）関係機関等の連携・緊密化を図るため、事業所間・職種間の信頼関係構築の手法を検討する。 

• 緊急時の受け入れ・対応を整備するにあたり、関係する福祉サービス事業所（相談支援、短期入所、居宅介護）で話し合う機会を設け、事業所間の意
識の統一を図った。また、緊急時には連携が図れるように違う事業同士でも意見交換を行った。［栃木市］ 

• 今後のスケジュールとして、平成28年７月から、関係の社会福祉法人や医療法人などの代表者会議を開催し、地域生活支援拠点整備について事業所
間などで合意形成を図っていく。［上越市］ 

• 複数法人による地域連携型で、法人の垣根を越えて、公立・中立性を保持したコールセンターを創設するため、市が管轄する施設を活用する。［大分
市］ 

• 自立支援協議会の地域移行・継続支援部会は、５か所の市委託相談支援事業所職員をはじめ、障害福祉サービス事業所等職員、入所支援施設職員、
難病患者支援団体等関係者、精神障害者を支援する機関の職員、精神科病院ソーシャルワーカー、障害当事者、一般公募市民、市職員など様々な
機関・関係者が集まり意見の交換を行う場でもあり、今回部会の下にＰＴとして位置づけた準備委員会にも兼務で出席する委員も多く、地域生活支援
拠点整備（準備）のため集まる頻度も高く、現場で得た課題や問題点について検証・検討するなかで、５拠点事業所の職員だけでなく、他事業所、機関
等、職種等を問わず信頼関係が構築できた。［八王子市］ 

 

 

 

  

別紙 各自治体における取組の具体例 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

  

 

 ２ 関係者への研修・説明会の開催 

  （１）利用者・家族を取り巻く専門職や地域住民に対して拠点等の意義の説明を行い、課題の共有を行いながら、解決策の提案を受ける。 

•  地域生活支援拠点等の面的体制整備の中核となる障がい者総合サポートセンターにおいて、「大田区障がい福祉従事者人材育成基本方針」を策

定し、方針に基づいた研修等を実施することで、地域における課題を共有した。[大田区] 

• 障害者支援学習会を行い、本事業の周知をした。障害者支援学習会は、地域への説明を兼ね公開講座とした。学習会開催を広く周知するため、市

広報に掲 載したほか、障害福祉関係以外の方や障害当事者の方の参加を促すため、民生委員や高齢者支援機関等、市内の各事業所、特別支援

学校などにポスター・チラシを配布し、広く周知することに努めた。学習会の中で、知的、精神障害者の当事者から、日常生活で困っていることやどの

ような支援があれば良いと感じているか等について直接、参加者に向けて話をしてもらったことも障害者が地域で生活するうえでの課題の共有に役

立ったものと考える。［八王子市］ 

• 障害者関係団体を通じ、障害当事者やご家族が日常的に抱える課題と、それらを解決・改善するための方策についてご意見をいただくとともに、障害

福祉サービス事業所に対しても、事業所における課題についてご意見をいただきました。［宇部市］ 

• 専門家を招聘することも検討したが、検討した内容を知ってもらいたい・伝えたいとの思いから講演会・シンポジウムを企画、開催。自分たちで、企画

することで、機能のありかたについて、より具体的に表現することができた。関係者が一緒になって作り上げることで連携を深めることができた。[佐野

市] 

  

  （２）研修会等を通じ、地域の社会資源等の情報共有を図るとともに、関係機関、専門職の役割を認識する。  

• 専門的人材の確保・養成のための対策として、発達障がいの早期発見・早期療育に併せて、各関係機関が連携して発達段階に応じたサポート体制

を作り上げていくため、発達障がい者における専門家の育成を目指した研修を実施した。［野田市］ 

• 地域生活支援拠点を整備する上で地域の社会資源である医療機関との連携は重要であると考えるが、どのように連携を図っていくかが今後の課題

でもある。また、研修会については、強度行動障害や喀痰吸引など専門的な研修等を積極的に実施していく。［上越市］ 

• 協議会等を通じて、委託相談支援事業所からの情報提供等により、夜間帯の精神障害者への支援の難しさを認識することとなった。［大分市］ 

• 緊急時の受け入れ・対応には、緊急事態が起こらないために様々な想定しておくことや社会資源の利用の検討等の事前の備えが必要である。それ

には相談支援専門員が特に大きな役割をもつと考えらえるため、相談支援担当者会議にて繰り返し緊急時対応の支援について検討を行った。［栃木

市］ 

  

 

 

  

 

 



  ３ 地域生活支援拠点等の整備類型、必要な機能の検討・検証 

 

  （１）多機能拠点型・面的整備型等の整備類型について、地域定着支援等を十分に活用し、地域の実情に応じた機動的な運営が図れる

体制かどうか検証する。 

  ・ 区のすでにある資源を適切に把握し、有機的な連携が図れるよう、スーパーバイザー、協議会等を活用し検証した。［大田区］ 

  ・ 既存の障害者地域生活支援センターに機能付加したことから，「面的整備型」を採用した。［京都市］ 

  ・ 本市においては多くの事業所が開設されていることに加え、それらをつなぐネットワークづくりもすでに取り組んでいることから、既存

の機関の機能を生かしつつ、そこから漏れるニーズに特化した拠点（地域生活支援拠点）を設置し、その拠点を含め分担して機能を担

う体制（面的整備）を形成する折衷モデルとして、拠点 整備を強化していきます。［宇部市］ 

  ・ 地域定着支援等を活用しながら、各地域の社会資源等を活用し、面的整備として関係障害福祉事業所間で連携を図っていく。また、

地域定着支援の充実（即対応できる支援体制）や地域定着支援をグループホーム利用者にも活用できる仕組みづくりなどの検討も必

要であると考える。［上越市］ 

  

  （２）相談機能の現状、体験の機会・場、緊急時の受け入れ・対応を行う体制が十分か、また、専門的な人材の養成・確保のための対策

を講じているか、地域の体制づくりのために必要な機能を満たしているか等随時見直しを行い、拠点としての機能の充実・発展を図る。 

  ・ 平成２７年度は主に「相談」と「緊急時の受入」のコーディネートを担うものとして事業を実施した。［京都市］ 

  ・ 年度ごとに進捗状況を把握し、平成29年度末において、必要な機能が充たされるよう取り組んでいく。［大田区］ 

  ・ 既存の地域資源を十分に活用して、中・長期的な視点に立って、無理なく持続可能な地域生活支援体制を構築するため、必要な機能

については、運営開始後において、障害者のニーズを的確に把握しながら段階的に整備していくことも視野に入れながら人員体制等の

具体的な検討を行っている。［大分市］ 

  ・ 地域生活支援拠点等の機能について、また、相談事例について、自立支援協議会等で検討を行い、関係機関の役割の理解と適切に

連携できる体制をつくり連携を強化することを今後の取り組みの中に盛り込んだ。[佐野市] 
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25 （大分市モデル事業より） 
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（
大
分
市
モ
デ
ル
事
業
よ
り
） 



協議会の
活用 

基幹相談の
活用 

地域定着支援の
活用 

既存の 
公的社会資源 

の活用 

既存の事業所の 
ネットワーク化 

市の熱意 

浦安市の地域生活支援拠点整備に向けて 
（多機能拠点＋面的整備の混合型？） 

関係者 
の熱意 

地域生活支援
拠点の実現へ 

関係機関の協力 

地域主権が試されている・・・ 

多機能拠点の
法人の熱意 



みんなで共に考え、共通の目標をもって、
共に作っていきましょう！ 

まずは、 
事例集約と 
地域課題
（ニーズ）の共
有化！ 



参考資料

平成29年度地域生活支援部会 第2回作業部会結果 ～住まいの場に係る課題の原因分析結果～

考えられる原因 改善の方向性

体験の場となるグループホームがない。

外部ヘルパー型グループホームの不足。

事業者側がグループホームを利用したい人の声を拾
えていない。

グループホームをつくる人と利用したい人がつながる
場を設ける必要。

体験の場となるグループホームがない。

外部ヘルパー型グループホームの不足。

重度を一くくりにせず、細分化してそれぞれに特化し
たグループホームが必要。

できるサービス、できないサービスをマル・バツでわ
かるように情報提供しては。

3 周知不足
各グループホームの長所、短所、特徴についての周
知不足。

通過型か永住型か、一軒家かアパートかといった特
徴、また外観写真なども含めた情報提供。

支援が難しそうな利用者を支援する姿勢が不足して
いる。

グループホームでインターンを受け入れる。

大学とコラボレーションする。

5 一人暮らしが難しい

事業者にとって、物件の確保が難しい。 市民が利用する施設を市外につくる。

事業者から不動産会社へのアプローチが不足してい
る。

不動産屋や地主に対する周知不足。

周辺住民への啓発不足。

市の補助金はいつ打ち切られるか分からず、あてに
ならない。

6
その他
（利用者・家族の心構えができていない）

福祉分野への就労に関するやりがい、魅力が伝えら
れていない。

ニーズに合ったグループホームがない1

事業者の人材不足、支援者のスキルアップ4

その他
（事業者がグループホーム事業に参入しづら

い）
6

重度の方がグループホームを利用できていな
い

2

課題



参考資料：平成 30 年度第 1 回自立支援協議会

1

●浦安市の障がい者手帳所持者の推移

人口 前年比
身体障害者

手帳
前年比

人口割

合
療育手帳 前年比

人口割

合

精神障害

者保健福

祉手帳

前年比(%)
人口割

合

平成 24 年 162,679 2,685 1.65% 598 0.37% 474 0.29%

平成 25 年 162,155 99.68% 2,774 103.31% 1.71% 626 104.68% 0.39% 527 111.18% 0.32%

平成 26 年 162,952 100.49% 2,837 102.27% 1.74% 660 105.43% 0.41% 617 117.08% 0.38%

平成 27 年 163,719 100.47% 2,869 101.13% 1.75% 680 103.03% 0.42% 695 112.64% 0.42%

平成 28 年 165,411 101.03% 2,918 101.71% 1.76% 716 105.29% 0.43% 780 112.23% 0.47%

平成 29 年 167,463 101.24% 2,955 101.27% 1.76% 733 102.37% 0.44% 850 108.97% 0.51%

平成 30 年 168,852 100.83% 3,013 101.96% 1.78% 763 104.09% 0.45% 934 109.88% 0.55%



参考資料：平成 30 年度第 1 回自立支援協議会

2

●年齢別障がい者の状況

【30 年度】

住基人口
身体障害

者手帳
人口割合 療育手帳 人口割合

精神障害者

保健福祉手

帳

人口割合

0～9歳 14,533 52 0.36% 106 0.73% 8 0.06%

10～19 歳 18,156 60 0.33% 231 1.27% 42 0.23%

20～29 歳 24,868 87 0.35% 192 0.77% 109 0.44%

30～39 歳 23,344 133 0.57% 96 0.41% 194 0.83%

40～49 歳 29,975 241 0.80% 72 0.24% 247 0.82%

50～59 歳 22,136 330 1.49% 40 0.18% 181 0.82%

60～69 歳 16,522 519 3.14% 15 0.09% 91 0.55%

70～79 歳 13,081 828 6.33% 11 0.08% 47 0.36%

80 歳～ 6,237 763 12.23% 0 0.00% 15 0.24%

合計 168,852 3013 1.78% 763 0.45% 934 0.55%



参考資料：平成 30 年度第 1 回自立支援協議会

3

●年齢別障がい者の状況 平成 28 年～30 年
●平成 28年 3月 31 日現在

住基人口 身体障害者手帳 人口割合 療育手帳 人口割合 精神障害者保健福祉手帳 人口割合

0～17 歳 29,201 107 0.37% 269 0.92% 34 0.12%

18～64 歳 109,634 1,005 0.92% 430 0.39% 649 0.59%

65 歳以上 26,576 1,806 6.80% 17 0.06% 97 0.36%

合計 165,411 2,918 1.76% 716 0.43% 780 0.47%

●平成 29年 3月 31 日現在

住基人口 身体障害者手帳 人口割合 療育手帳 人口割合 精神障害者保健福祉手帳 人口割合

0～17 歳 29,082 107 0.37% 258 0.89% 40 0.14%

18～64 歳 110,808 991 0.89% 456 0.41% 713 0.64%

65 歳以上 27,573 1,857 6.73% 19 0.07% 97 0.35%

合計 167,463 2,955 1.76% 733 0.44% 850 0.51%

●平成 30年 3月 31 日現在

住基人口 身体障害者手帳 人口割合 療育手帳 人口割合 精神障害者保健福祉手帳 人口割合

0～17 歳 28,677 100 0.35% 280 0.98% 34 0.12%

18～64 歳 111,741 1,003 0.90% 464 0.42% 795 0.71%

65 歳以上 28,434 1,910 6.72% 19 0.07% 105 0.37%

合計 168,852 3,013 1.78% 763 0.45% 934 0.55%



参考資料：平成 30 年度第 1 回自立支援協議会

4

●難病疾患者の状況 浦安市難病疾患者見舞金登録者数より

【平成 30 年度】

平成 30年 3 月末現在 登録者数 人口割合 住基人口

浦安市難病疾患者見舞金登録者数 972 0.576%

168,852 人

年

齢

別

内

訳

0～17 歳 141 0.084%

18～64 歳 519 0.307%

65 歳～ 312 0.185%

疾

患

別

内

訳

特定疾患 797 0.472%

小児慢性特定疾患 171 0.102%

先天性血液凝固因子障害 4 0.002%



平成30年度自立支援協議会スケジュール 参考資料

名称 回 日程 曜日 時間 会場 コメント

自立支援協議会 第1回 5月10日 木 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３

権利擁護部会 第1回 5月17日 木 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３

相談支援部会 第1回 5月22日 火 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３

地域生活支援部会 第1回 5月24日 木 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３

こども部会 第1回 5月31日 木 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３

こども部会 第2回 7月5日 木 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３

本人部会 第1回 7月9日 月 午後２時00分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３

自立支援協議会 第2回 7月12日 木 午後１時30分～３時30分 健康センター 第１会議室

権利擁護部会 第2回 7月20日 金 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３

相談支援部会 第2回 8月30日 木 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３

地域生活支援部会 第2回 9月6日 木 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３

合同部会 第1回 10月4日 木 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２・３・４

自立支援協議会 第3回 10月11日 木 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３

権利擁護部会 第3回 10月18日 木 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３

地域生活支援部会 第3回 11月1日 木 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３

本人部会 第2回 11月5日 月 午後２時00分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３

こども部会 第3回 11月9日 金 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３

自立支援協議会 第4回 11月22日 木 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３

相談支援部会 第3回 11月27日 火 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３

自立支援協議会 第5回 1月10日 木 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３

本人部会 第3回 1月21日 月 午後２時00分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３

こども部会 第4回 1月24日 木 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３

相談支援部会 第4回 1月29日 火 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３

権利擁護部会 第4回 2月1日 金 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３

合同部会 第2回 2月7日 木 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２・３・４

地域生活支援部会 第4回 2月14日 木 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３

自立支援協議会 第6回 2月28日 木 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３


