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平成30年度第３回浦安市自立支援協議会地域生活支援部会 議事録

○「障がい」の表記について

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

（例）障がい者福祉センター、身体障がい者福祉センター など

○委員名の表記について

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

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

１．開催日時 平成30年 11月１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、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法人あいらんど、ＮＰＯ法人かぷあ、ＮＰＯ法人フレンズ

社会福祉法人サンワーク、社会福祉法人南台五光福祉協会、社会福祉法人市川レンコンの会

障害者就業・生活支援センターいちされん、順天堂大学医学部附属浦安病院、福祉部（部長）

４．議題

（１）住まいの場について

（２）（仮称）東野地区複合福祉施設及び浦安市地域生活支援拠点について

（３）雇用・就労支援の推進について

（４）その他

５．資料

（１）議題１資料 平成30年度第2回地域生活支援部会後の作業部会で出た主な意見

（グループホームに関する情報提供について）

（２）議題２資料（１） モデルケース

（３）議題２資料（２） 平成30年度第3回自立支援協議会で出た主な意見

（（仮称）東野地区複合福祉施設及び浦安市地域生活支援拠点について）

（４）議題３資料 平成30年度第2回地域生活支援部会で出た主な意見
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（雇用・就労に関して、就労系サービス事業者側が感じる現状の課題）
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６．議事

事務局：ただいまより、平成30年度第３回浦安市自立支援協議会地域生活支援部会を開催いたします。

会議を開催する前に、会議の進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。

また、ご発言の際にお願いしたいことがございます。

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

会議を円滑に進めるためにも、ご発言の際は、挙手いただき、リーダーの「○○委員、お願いします」

の発言のあとに団体名と氏名を述べていただき、その後、発言をお願いいたします。

それでは、今後の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。

リーダー：皆さん、こんにちは。

今回から議事進行を務めさせていただきます社会福祉法人なゆたです。どうぞよろしくお願いいたし

ます。

初めに第２回の作業部会で出た意見を事務局でまとめておりますので、説明をしてもらいたいと思い

ます。よろしくお願いします。

事務局：議題１の資料について説明します。

９月６日第２回地域生活支援部会の後に行われた作業部会では、障がいのある人がグループホームの

利用に踏み出しやすくなるような情報提供とはどういうものかというテーマで、Ａ、Ｂ、Ｃの３グルー

プに分かれて意見を出し合っていただきました。昨年度から、この部会では住まいの場というものをテ

ーマに、課題を洗い出し、整理してきた中で、情報提供のあり方をもう少し考えようという話になって、

このような作業部会を行いました。

グループＣが委員の皆様の中ではグループホームの運営事業者の方々で構成されたグループ、グルー

プＡ、Ｂはそのほかの委員の皆様で構成されたグループというグループ分けで行いました。

グループＡ、Ｂのご意見は、大まかに同じようなご意見でした。提供があるとうれしい情報として、

家賃や利用料、写真、間取り、一軒家、マンションなのか、アパートなのか、個室なのか、相部屋なの

かといった、いわゆる不動産情報のようなものと、近隣の施設にはどういったものがあるのか、定員や

空き情報、男女比、食事の提供方法が弁当なのか、自前調理なのか、通過型など具体的にどういう形態

のグループホームなのか、世話人の人数、世話人がいる時間帯、看護師がいるかいないか、常駐なのか、

緊急時のみか、グループホームの特徴、ＰＲポイント、ご飯がおいしいなど利用者の感想、利用者の障

がい種別をより詳しく、バリアフリー対応の有無、医療的ケア対応の有無、入浴の時間、介助のこと、

日中活動のことなどグループホームのルール、平日仕事が休みのときにグループホームにいられるかど
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うか、また所在地が地図の中で一覧のようになっているといいというご意見が挙がりました。

一方、グループホーム運営事業者で構成されたグループＣからは、提供情報が細か過ぎると情報に変

更が生じた際に、リアルタイムの情報更新が難しいこと、また実際は利用者ごとに支援の細かいところ

は異なるので、掲載された情報と違うじゃないかという形で、後々困ってしまうんじゃないか。グルー

プホームの場所が明確にわかってしまうのは、本人の自宅の場所がわかってしまうことになるので、抵

抗があるのではというご意見もありました。また、就労系のサービスは事前に情報が細かくあったほう

がよいとは思うが、グループホームは不動産情報ではないので、情報の整理や制限があったほうがいい

というご意見がありました。

グループホームの利用目的や本来の意味がよくわからないまま、直接グループホームに対して利用を

申し込む人がいるというご意見、事業者としては、ケースワーカーや病院など、間にコーディネーター

の方がいると助かる。また事業者としては人員配置や消防法の関係もあるので、利用者の障害支援区分

が事前にわかっているほうが入居に向けてスムーズに考えやすいというご意見が挙がりました。

議題１資料の説明は以上になります。

リーダー：ありがとうございます。

それでは、作業部会のご意見をもとに、事業者が主体のグループＣのご意見と、それ以外の委員で構

成されたグループＡ、Ｂの間で、情報提供が欲しいというご意見の相違が明らかになったところで、今

後この意見をどうすり合わせて、情報を提供していったらいいのかというのを今回皆さんにご意見をい

ただきたいと思います。

前回議事進行をさせていただいた社会福祉法人敬心福祉会からご意見いただいてもよろしいですか。

社会福祉法人敬心福祉会：私のいろいろ考えた点を述べさせていただきます。

グループＡ、ＢとＣの意見がかなり分かれたというのは、おもしろいなと思ったんですが、これが現

実で、私はグループＡ、Ｂのほうにいたんですが、グループホームに直接はかかわっていないので、利

用者から話を聞くといろいろな情報があったほうがいいのではないかと単純に思っていたんですね。で

も、グループＣの意見を聞いて、なるほど、単に細かい情報が羅列されていれば、それが単に全ての人

にとってうまくいくような方法になるとは限らないんだなということを思い知らされたというか、なる

ほどなと理解をしたところです。

どうしていくかということで、もともとこの話を最初に始めるときに、住まいの場の課題をみんなで

分析して、それをどういうふうに解決しようかということを話し合ってきたと思うんです。その最初に

みんなで話し合った課題というのがちょっと昔の資料なんですが、ニーズに合ったグループホームがな

い。重度の方のグループホームがないということですね。

それから、もう一つは周知不足、当事者とか保護者、そういった方がグループホームをよくわからな

いというようなこと、その辺をどうしようかということを、欲しい機能というのをみんなで出し合うこ

とによって、何となく見えてくるんじゃないか。例えば、欲しい機能を羅列して、でも今あるグループ

ホームの中にはこういう機能が入っていないので、次つくるときはこういう機能があるといいねとかと
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いう話になるといいかなとか、あるいは機能を羅列して、今あるグループホームに当てはめて、それを

情報公開すれば、当事者の人たちが選びやすくなるのではないかというような目的で、みんなでこうい

ったことをしてきたのかなと思うんです。ちなみに最初の課題には、支援員のスキルアップとか、事業

者側のお金の問題とか、いろいろな問題でグループホームの運営に参入しにくいというようなこともあ

ったんですが、そこまでは多分入らないのかなと思うんですが、情報不足を解消するということと、必

要な機能を見つけて、そういう必要な機能のあるグループホームを今後つくっていってほしいという２

つがこれで解消されるかなと、少なくとも私は考えていたんですが、今こういう状況で、どうするかと

いうことを考えたときに、１つ見えたのは、当事者側がグループホームについてまだまだよくわかって

いない部分が多いということ、イメージが全くつくれていない人も多いのではないかと。

なので、具体的に浦安のどこにこういうグループホームがあって、一軒家で、家賃が幾らでという具

体的な提示をするところまでいかなくても、例えば一軒家があって、それを何人かでシェアしていて、

幾らぐらい払っていて、ご飯はこういうふうに提供されているという具体事例ですよね。本当にあるも

のでなくて、仮想でもいいのかもしれないけれども、そういうものを幾つかバリエーションでつくって

みて、こういう暮らしがあるんですよということを提示してみる。

そうすれば、さっき言われたような個人情報とか、誰がどこに住んでいるというようなところにはか

かわらないかなと思うので、まずは具体的な仮想のグループホームの暮らしというのを資料としてつく

ってみて、みんなに見てもらうというようなことはできるのかなと思いました。

もう一つ、今後グループホームをつくっていく上で、こういう機能が必要だけれども、そういうグル

ープホームがない。今後はそういうグループホームをつくっていってほしいというものを考えるために

は、今のグループホームは具体的にどうかということを調べなければいなくて、それは市民みんなに開

示はしなくてもいいのかなと思うんです。

この内部だけでそういう調査をして、一軒家なのか、マンションなのか、アパートなのか表をつくっ

てみる。今十幾つあるグループホームの中で、例えば 50％ぐらいが一軒家で、50％ぐらいはマンショ

ンだということがわかったり、ご飯の提供はこういう状態だということがわかったりということが内部

で調査して、結果を出すことができて、こういうグループホームが欲しいよねというような意見を出す

ことはできるのかなと思いました。

長くなりましたが、２つ言わせていただきました。

リーダー：ありがとうございます。

ほかに前回の作業部会のこのご意見に対して、ご意見がある方は挙手をお願いしたいんですが、社会

福祉法人市川レンコンの会からどうでしょう。

社会福祉法人市川レンコンの会：今の社会福祉法人敬心福祉会のつけ加えというか、それでもいいですかね。

今、社会福祉法人敬心福祉会が言われたことって、グループホーム支援ワーカーが音頭というか、依

頼を受けたりしてやっていくことなのかなと思いながら、まだ浦安でそういう周知不足と言ったらおこ

がましいですが、そういうところがあるのは、支援ワーカーとしては自分の課題なのかなと思ったりも
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しました。

グループホームとはというか、どういう方が住んでいるとか、どういう暮らしがあるというところで

すが、これは実はグループホーム等支援ワーカーが結構やっていることなんですね。例えば、いろいろ

な経緯があるんですが、グループホームってどんなのか知りたいというような相談者、もしくはご家族

があらわれて、個別で面談をすることもありますし、育成会さんの何人かで座談会みたいなのを開いて

ほしいから来てよみたいなこともありますし、法人さんの前でお話しすることもありますし、もっと大

きく地域イベントみたいなところで、この前習志野でそういうイベントをやったんですが、浦安市の中

でどこのグループホームがこんな支援をしていますというところは、条件も変わったりするので難しい

んですが、普及、周知というミッションは、グループホーム支援ワーカーも持っていますので、浦安市

の中で何が知りたいか、一般的な情報、グループホームとはという情報、もしくは架空のグループホー

ムの話、イメージができやすいような資料、イベントは、ご相談していただければ、打ち合わせを通じ

てできますので、ぜひご相談していただけたらなと思っております。

以上です。

リーダー：ありがとうございました。

ほかにご意見ある方いらっしゃいますか。

浦安市自閉症協会、お願いします。

浦安市自閉症協会：当事者側というか、親側からすると、ちゃんとした資料に載せるに当たってみたいな流れ

になったことから、違うなと思っちゃうところがあって、私たちが言いたかったのは、いい資料をつく

ってくれということではなくて、正しい情報を知りたいということで、例えばいろいろな人が目にする

ようなきちんとした資料をつくる場合は、制限があるので、それからは読み取れないことがいっぱいあ

って当然だと思うんですね。私たちは、知りたいとなったときに、その情報をきちんと持っているとこ

ろがあって、そこに行って聞けることができればいいわけで、いろいろなグループホームの状況を把握

して、情報を管理しているところがきちんとあってほしいという言い方のほうがしっくりくるかなとい

う気はするんですね。

だから、資料を参考として出されて、どういう形がいいかという方向で進んでいったところから、私

たちが望んでいることとちょっと微妙なずれを感じていたというのが正直なところです。

なので、それをわかっていただいて、資料を参考に改善したものはつくればいいと思うのと、きちん

と情報を持っているところができればいいなと思います。そうなってくると事業課の中で人事異動があ

って、かなめだという人が居て当てにしていても、その人がいなくなったら、今まで蓄積された情報が

わからなくなっちゃったでは困るので、それはきちんと引き継いでいけるような形に今後はしていって

いただけると安心につながるなと思います。

以上です。

リーダー：ありがとうございます。

ほかにいらっしゃいますか。
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和洋女子大学、お願いします。

和洋女子大学：前回グループホームに関する情報提供について、提供されるとうれしい情報について、ご提言

になったのかなと思うんですが、これは公開するという前提とは限らない。であれば、僕が知りたい情

報としたら、これまでどんな相談があって、どんな人を断ったか、これが欲しいなと思いますね。その

理由はという話で、その辺を明らかにしないと、うちの子は預かれるのかしらとか、グループホームに

行けるのかしらというところに答えられないような気がするんですが、そういった話は出ておりません

でしたか。

リーダー：前回は、こういう話は出ていなかったですね。事業者ですか、情報を持っているというのは。

ＮＰＯ法人あいらんど：自分の事業所は情報として持っています。

リーダー：なぜお断りしたか、各事業所の判断というところがあるんですかね。各事業者さんはなぜ断ったの

かという理由みたいなもの報告とか、そういうのは事業課に上げているんですか。

事務局：個別の支援というのは障がい福祉課になるんですが、その断った事例とかを取りまとめているという

ところまではやってない、できてないという状況です。

和洋女子大学：出しにくい情報だろうと思いますし、共有されてないという現状があるだろうなということな

んですが、利用者側からしたら一番知りたい情報なのではないかという気もしています。

でもそれを悲観的に捉えるのではなく、こういう理由があるから断ったんだったら、どうすれば断ら

ずに済むのかという次の前進に向かって、社会資源をどう発展させればこれらを断らずに済むのかとい

うことをみんなで考えるきっかけにもなると思っていて、個別の情報にはなるとは思うんですが、市と

してはその辺をまとめて、議論の材料にするというようなことも考えられたらいかがかなと思います。

リーダー：ありがとうございます。

今、和洋女子大学からまずどこに相談したらいいのかということも、まだ利用者側の保護者の人がわ

かってないところがあるのかなというところで、今回社会福祉法人なゆたでも社会福祉法人市川レンコ

ンの会に来てもらって住む場所に向けてという保護者の座談会をやったんですが、浦安、市川でグルー

プホーム支援ワーカーをやられている社会福祉法人市川レンコンの会のことを知っている人は誰１人い

なかったです。

だから、まずそういう情報発信も必要なのかなと、社会福祉法人市川レンコンの会にお聞きすればあ

る程度のグループホームの情報はわかるみたいな、そういう一つのグループホームに入るためのフロー

というんですか、手順書みたいなのが保護者の中に今のところないから、どこに聞いたらいいのかとか、

そういうところもわかってないのかなという気はしたんですが、皆さんどうですかね。利用する側と事

業者側とは意見が違うと思うんですが、社会福祉法人敬心福祉会、何か。

社会福祉法人敬心福祉会：私も先日知り合いの相談支援専門員から、保護者に向けて、こういうことを伝えた

らいいのではないかという意見を聞いたことがあって、それはどういうきっかけでグループホームに行

こうと思ったかというか、最初の踏み込むきっかけ、まだ自分は全然元気だけれども、将来のことを考

えてということで、考え始めた人とか、実際に入院とかが決まってとか、体が病気でというようなこと
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が具体的に起こって、切羽詰まった状態で探し始めるとか、探し始めた人は最初にどこに行ったのかと

かという事例とか、実際にはどうしたほうがいいかというようなことの最初の取っかかりの部分を全く

かかわってない人たちに伝えたらどうだろうかと、そうするとグループホームに興味、関心を持って、

どこに相談しに行ったらいいかというのも理解できてというような、具体的にグループホームに行く、

どういうところがいいかとかという段階の前のところを皆さんに知ってもらうようにしたらどうかとい

うような話を聞いたことがありました。

社会福祉法人市川レンコンの会からよく話があったんですが、グループホームに限らず、一人暮らし

に向けて、支援を受けながら生活することに慣れることからまず始めるべきではないかとか、そういっ

た話もよく聞いていたので、フローチャートはいきなりグループホームを選ぶところから始まるのでは

なくて、最初のきっかけの部分のところからあってもいいのかなと思いました。

リーダー：ありがとうございます。

ほかにご意見ございますか。

では、一度社会福祉法人敬心福祉会が言った仮想的に具体的な事例をつくってみるとか、そういうの

はできないんですが、まず相談をここにして、そこでどういうふうに暮らしていくのか、グループホー

ムなのか、ひとり暮らしなのか、入所を選択するのか、いろいろあると思うんですが、そういうイメー

ジ図みたいなのをつくってみると、皆さんもイメージがつけるのではないのかなと思うんですが、どう

ですかね。

社会福祉法人敬心福祉会：社会福祉法人市川レンコンの会はノウハウを持っていて、いろいろなところで説明

されている、情報と資料もいろいろたくさんきっと持っていらっしゃるんだろうなと思って、ここの委

員の皆さんの中で、どのぐらいの方が社会福祉法人市川レンコンの会の話を聞かれたことがあるのかわ

からないですが、参考になるような資料とか、お話を聞かせていただいたりしてもいいのかなというの

が１つ。

さっき和洋女子大学のおっしゃられていた部分も、なるほどと思って、そういう情報を集めるのは、

うちでやらなくても、今後、支援のグループがあってやっていくという形だったら、それはそれでいい

のかと思うんですが、教えていただけると、すごく参考になるのかなと思ったので、ここで集めるのか、

任せちゃっていいのか、ただ流れてしまうのはもったいないと思ったので。

リーダー：ありがとうございます。

利用者だけではなく、事業所側もグループホームをやってないところは、どういう手順を踏んでグル

ープホームに入っていくかわかってないところがあると思うので、両方にとってわかりやすい、そうい

うフローチャートのようなものとか、事例でイメージがつくれればいいのかなと思いますが、ほかにご

意見があれば、言っていただいても大丈夫なんですが、ＮＰＯ法人あいらんど、どうぞ。

ＮＰＯ法人あいらんど：事業所側として、情報更新が難しいとかという話をしたのは自分だったかと思うんで

すが、最初グループホームをつくったときに、こういうはずではなかったみたいなのがすごくあって、

利用者さんの健康に合わせて方向性が少しずつ変わっていったり、あと障がい事業課が窓口になって、
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いろいろな方を見学に連れてきてくださる。そうすると、お家の方はここは無理だとか、無理じゃない

とかという判断をされたり、あとは体験していただいて、初めてスタッフ側も全く無理、利用者さんも

全く無理ということがあったりするのを親御さんに伝えるのがすごく難しかったということもあったり

したんですが、常に固定してないというか、思いが固定してない。だから、ちょっと大変かなという利

用者さんが来たら、スタッフは結構一丸となって、その時間だけ３人体制にしたりとかうちはしている

んですね。

だから、新しい課題がどんどん来るので、いろいろな方が体験してくださると、事業所的にも膨らん

でいくのかなという気はします。浦安のグループホームがまだまだというよりは、私は大分定着してき

ていると思うんです。ただ、リアルタイムで本当に入りたい人がいるのはわかるけれども、常々会議な

んかで私は申し上げているような気がするんですが、そこがよくわからないので、例えばもしかしたら

年内いっぱいでこの方は出ちゃうのかなとか、介護保険に切りかわるとか、そんなことがあったときに、

ある程度事業者は予想がつくので、そうすると年明けに誰か入れる人はいるんだろうかとか、考えてい

くと、情報はあらかじめ早目に提供したとしても、介護保険に切りかえた方が住むところがないと住み

続けてしまうかもしれないとか、そうすると情報ってきちんとした形で伝えていくことができないとい

うのがあって、逆に本当に緊急性が高くて、入りたい人がいるのであれば、サテライトという方法があ

るんだというのも、どこでどうお伝えしていいかわからず、サテライトを設置してみたものの、入る人

がいなければそこは空白になってしまうので、予算をかける意味があるのだろうか、毎年グループホー

ムの増設の予算はあいらんどでも一応組んでいるんですね。だから、本当に崖っぷちで、明日からでも

入りたいという人がいるということを１回投げかけてほしいなとか、そうするとスタートする、増やす

条件にもなっていくという感じがあるんですね。ごめんなさい、今の議論に合っているかどうかわから

ないですけれども、うちの事業所としてはそういう感じですね。

月初めに福祉課から調整委員会で、空きありますかというのを聞かれるんだけれども、白黒はっきり

というところで実際はないけれども、つくってもいいよみたいな部分をどうしようかなと、ただうちの

グループホームに合う利用者さんが果たしているかどうかというのは、体験してみないと本当にわから

ない。スタッフも勉強になるし、今１日３名の方の入浴介助をしているので、それが４名になったらど

うかなとか、いろいろイメージするけれども、できるなとか、毎日、毎日の積み重ねなので、絶対やれ

るとか、絶対やれないとかはあり得ないので、そういう曖昧なところを保護者にどうやって伝えていい

かがわからないというところと、あとは事業所って結構制度に左右されるところがあるというのの相談

の仕方がもう社会福祉法人市川レンコンの会しかいないというか、常に社会福祉法人市川レンコンの会

に頼りまくりなんですが、だからそこは結構クリアしてもらっているというところで、うちの場合も事

業課と社会福祉法人市川レンコンの会とという感じになって走っていますね。だから、皆さんにどうや

ってお伝えしたらいいかというのはよくわからないところです。

以上です。

リーダー：ありがとうございます。
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今、グループホームに入りたい待機者リストが、事業課にあるというのは聞いているんですが、その

待機者の方がどういうグループホームを望んでいるのかもあって、もしＮＰＯ法人あいらんどが言われ

ていたように、その先また新しく増設とか、そういうのを考えたときに、待機者の方全てが求めている

ものが環境としてはつくれないかもしれないですが、求めるものの環境がないと、幾らつくったとして

もそこを求めてはいかないのかなとは思うので、まず待機者の方、こういうところに入りたいみたいな、

詳しいところは聞いているんですか、ヒアリングで。

事務局：待機者リストは障がい福祉課で取り扱っているので、詳しいところまでは聞いてはいないんですが、

例えば相部屋が苦手な方は１人部屋がいいとか、あとは日中の活動をしている方は日中活動の関係でも

近いところがいいとか、そういった希望は聞いてはいるんですが、希望が全てかなうところは難しいの

で、大体聞いているのは、どういう形態のお部屋かというところぐらいになりますかね。

リーダー：ありがとうございます。

情報があれば、増設する参考にして環境を整えられるんじゃないかなと思ったんですが、障害者就

業・生活支援センターいちされん、何かありますか。

障害者就業・生活支援センターいちされん：うちも今登録者がいっぱいいて、どんどん社会福祉法人市川レン

コンの会にお願いしながら進ませていただいているんですが、グループホーム支援ワーカーができて十

何年間、私は実は初代のグループホーム支援ワーカーだったんですが、山武圏域でやらせていただいて

いました。

そのときは全然有名なものではなくて、いろいろなところに行って協力しますよと、千葉県はグルー

プホームをかなり回って、どんなところがあるのかと、一言でグループホームと言っても、多分社会福

祉法人市川レンコンの会のお話とかを聞くとわかると思うんですが、いろいろなタイプがあって、それ

こそグループホームの中でどこまでできているか、法人さんによっては知的の方は得意だけれども、精

神の方は難しいとか、身体の方は多いのだけれども、知的の方は入れないとか、徐々に増えてはきたん

ですが、今そもそも選べるほどグループホームがないじゃないですか。

そう考えると、多分希望者を募りますということでリストをつくっていらっしゃると思うんですが、

その人の希望に合わせてグループホームって用意できない。だから、そもそも選べない状況というとこ

ろ、選べるほどグループホームないですよ。けれども、本当にグループホームをこれから建て続けてい

くのか、障がいのある方、特に精神の手帳を持っていらっしゃる方というのは、どんどん増えているよ

うな状況の中で、地域定着となったときに、グループホームを増やせばいいのかというと、そういうわ

けではないと思いますし、作業部会、前の前のときですか、前回出れなかったんですが、そのときも私

も言わせてもらったのが今グループホームに入られている方の精査をする必要があると思いますと、で

きれば一人暮らしに向けられるような方は一人暮らし、重度の方だと難しいと思うんですが、そういう

重度の方でも入れるようなところを増やしていかないと、多分間に合わなくなるのかなと。

新聞やテレビなんかでも 8050問題というのが言われていると思うんですが、この 50の部分の人たち

がこれから 80 の方が亡くなってくると、一人暮らしが難しくなって、全部の方策を考えなくちゃいけ
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なくて、グループホームを増やせばいいのかというと、多分そこではないと思うんですね。

それだったら、グループホームというよりは、大きい施設を建ててしまったほうが早いとか、今ほと

んどないですが、働いている方であれば通勤寮を増やしたほうがいいよねとか、多分考えの視点が違っ

てくるのかなと、むしろグループホームに入られる方、支援者側の問題だとは思うんですが、どの程度

その人たちが支援の手が必要なのか、支援の手というのはここまでだったらグループホームだよねとか、

ここまでだったら一人暮らしでサポートをつければいけるよねという精査は必要なのかなと思うので、

一概にグループホーム、情報はいっぱい欲しい、希望される方も多いとは思うんですが、数が足りない

ことをまず何とかしなきゃいけないのかなというところだと思います。

リーダー：ありがとうございます。

意見がいろいろあって、そもそも障害者就業・生活支援センターいちされんが言うように、グループ

ホーム自体の数は足りてないし、建てたとしても４人、５人とかのそういう人数のものを建てていった

としても足りないという状況というのは、ずっと永遠に続く課題なのかなとは思ってはいて、だからこ

の部会の中でできることといったら、先ほども言ったようないろいろな暮らし方のイメージの具体例だ

ったり、どこに相談を浦安市の利用される方がしたらいいのかとか、そういうところをまず知らないと

いうところがあるので、そういうところをつくってみるというのもいいのかなと私は思ってはいます。

社会福祉法人市川レンコンの会、どうぞ。

社会福祉法人市川レンコンの会：今フローチャートなり、グループホームって何ぞやという資料というのは、

その人に合わせて、例えばイベントに合わせた資料とか、イベントの対象者、精神疾患をお持ちの方の

イベントなのか、就労している方のイベントなのか、重度の方のイベントなのかによって、資料を改変

したり、あとよくあるのがご本人はグループホームを見に行ったこともあって、嫌だなと思っているん

だけれども、支援者とかご家族がグループホーム一本で決めていたりとか、そういうパターンってある

んですね。

グループホームもＮＰＯ法人あいらんどもさっきおっしゃっていたように、完璧なサービス、万能な

サービスではないという中で、メリット、デメリットがある。支援つきで単身をするにおいてもメリッ

ト、デメリットがある。その取捨選択するための情報って要るんだろうなと思って、そういうパワーポ

イントはそれなりに持っているんですね。イベントのスケールごと、個別なのか、また地域の知り合い

のイベントなのかによって、ピンポイントに合わせてこうです、こうですと伝えられますが、最大公約

数に伝えるとなると、みんなが少しずつわかって帰っていくみたいなところがあって、そこはどのケー

スで、どのスケールでやるかによって、どの情報をどこまでというところは変わってはくるんですが、

ネタはあるので、浦安市の関係機関のこの部会の中でもできるので、ただ僕がこうですと説明、しゃべ

ってもいいですが、社会福祉法人市川レンコンの会は、こういう資料があるんだね。でも、浦安市に即

した資料はもっとこうだよねとかというところを検討していくチームみたいなのができれば、もっとこ

の議論の具体性がある方向性が見えてくるのかなと思うので、僕のひとりよがりでやるというよりかは、

チームでやって考えて、僕がネタ出しとか、提案するというほうがいいんじゃないかなと思いました。
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以上です。

リーダー：ありがとうございます。

一つそういう大まかな情報を取りまとめて、そこからもっと先に進みたいという保護者の方だったり、

利用者の方がいる場合は、別途相談するというような流れというのをつくっていくのがいいのかなと感

じました。

ほかにご意見がなければ次の議題に進んでいきたいのですが、大丈夫でしょうか。

議題２（仮称）東野地区複合福祉施設及び浦安市地域生活拠点についてに進みたいと思います。

前回の地域生活支援部会で事務局から説明のあった内容を、10 月 11 日に開催された第３回自立支援

協議会においても同じく説明がなされております。当日出たご意見を事務局がまとめておりますので、

説明をお願いします。

事務局：10 月 11 日の第３回自立支援協議会の本会で、この地域生活支援湯部会の前回の部会でご説明をした

浦安市における地域生活支援拠点の検討状況という資料を用いて、同じ説明をしました。

内容を大まかにおさらいしますと、地域生活支援拠点というのは、国から整備するよう求められてい

るものでもありまして、具体的に５つの機能、１相談、２緊急時の受け入れ対応、３点検の機会・場、

４専門的人材の確保・養成、５地域の体制づくりを整備するように示されております。

浦安市では、地域生活支援拠点というのは、東野地区に整備を進めている東野地区複合福祉施設、こ

ちらに多機能拠点を設けていく。プラス市内にある障がい福祉サービス事業所の面的部分、多機能拠点

プラス面的整備の混合型で考えているということをまず説明しました。

その中で、多機能拠点の部分で具体的になってきている事業、実施を検討している事業というのをご

紹介しました。主に身体や知的の障がいのある方の在宅の暮らし、緊急時に対応する、場合によって駆

けつけを行う緊急時支援事業が一つ、また緊急時の受け入れ先の確保として、東野地区複合福祉施設の

短期入所の部分、６名定員のうち１枠常に確保するよというお助けショートステイの事業、また同じく

体験の場の確保のために、東野地区複合施設内のグループホーム 18 名定員のうち１枠これも確保する

お試しグループホーム、こういった事業の話をしました。

最後に、東野地区複合施設の中に整備するグループホームの 18 名定員の利用者のイメージと利用者

の選定方法について話をさせていただいたところです。

第２回地域生活支援部会では、説明をした中で、主にグループホームの内容についてご意見を多くい

ただいたところです。例えば、重度の方が利用できる定員を増やしてはどうかというご意見が主なとこ

ろです。それを踏まえて、本日議題２資料（２）で第３回自立支援協議会で委員の皆様から出たご意見

を本日共有させていただきます。

まず、相談というキーワードでは、既にある基幹相談支援センターと多機能拠点の相談機能の役割整

理はどのように行うのか、これは自立支援協議会なり、相談支援部会で議論をしていくのではないかと

いう話になっております。

また、場所的にも基幹相談支援センターが東野の多機能拠点に入ったほうがいいよねというご意見や
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国の指針では地域定着支援を活用して、コーディネーターを配置しと記載されているけれども、そのよ

うな相談支援を多機能拠点が行っていくのかというご質問もありました。これは全体的に基幹相談も含

めて、相談機能をどのようにしていくかというのを検討していく部分であります。

続いて、緊急時支援事業というテーマで、先ほど申し上げたとおり、在宅での緊急時に対応して、場

合によっては駆けつけも行うという事業ですが、事前の登録が必須なのかというご質問がございました。

また、精神障がい者を対象にしてほしいというご要望、ご意見がありました。

事前登録については、これは本当にケースバイケースで対応していくことにはなると思いますが、い

ざ緊急時に駆けつけた支援者がもともと何も知らないという状況は望ましくありませんので、在宅の緊

急対応が必要と見込まれる方には、事前に登録していただくということは望ましいと考えておりますの

で、それを進めていきたいとは考えております。

また、精神障がいのある方を対象とするか、精神障がいのある方の緊急とはどういったものなのか、

即病院とか警察ではないかとか、相談をする中で解決する部分もあって、駆けつけまで必要なのかとか、

また既に 24 時間、365 日で対応している基幹相談支援センターもあるので、ここは精査をして検討し

ていきたいと市では考えております。

続いて、緊急用居室確保、これがお助けショートステイという短期入所６名定員のうち１枠緊急用に

確保しておくという事業ですが、どうしても１枠なので、市内に既にある短期入所事業所と連携をとっ

て、ほかの短期入所事業所で受け入れられる方は受け入れていただくというような流れになっていくわ

けですが、そういった中で市内の短期入所事業所との意識の共有、事業者間連携の仕組みをつくること

が重要ではないかというご意見がありました。

また、専門的人材の確保、養成、地域の体制づくりといったところについては、抽象的ではあります

が、多機能拠点にリーダーシップをとってほしいというご意見がありました。

グループホームについては、こちらの地域生活支援部会でいただいたご意見と同様ですが、重度の方

の定員を増やす検討をしてほしいという意見が挙がりました。また、障害支援区分４以上の重度の方が

６名、また中・軽度の方ということて区分３以下の方、居室が６名、また利用期限３年と設けた方の居

室が５名、あとお試しグループホームが１名と、４パターン提示したところで、中・軽度対象で利用期

限なしという居室は不要ではないかというご意見もいただいております。

限られた行政がつくる建物とか、行政がつくるグループホームであるという中で、固定された一定の

方が利用するというのではなく、そこを通過して、ほかのグループホームなりほかの暮らし方に移行し

ていくグループホームであるということを目指して、東野でつくるグループホームとしては、全体とし

て通過型を目指していくという考え方が今必要なのかなと市では考えております。

最後に、短期入所については、事前予約制でいいので、医療的ケア児の受け入れをしてほしいという

ご意見が挙がっております。

議題２資料（２）についての説明は以上になります。

リーダー：ありがとうございます。
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今の意見に対してご質問、ご意見ある方は挙手願います。

障害者就業・生活支援センターいちされん、お願いします。

障害者就業・生活支援センターいちされん：緊急受け入れに関して、どの程度のものというか、どういったも

のを想定してあるかというのを聞きたかったんですが、例えば精神障がいの方が緊急に入るのか、昔私

は施設にいたときに、ショートステイで緊急受け入れをやっていたんですが、割と火事で焼け出された

人とか、警察に捕まって入院をすぐにできないから、とりあえず施設に入れてくれみたいな人とか、結

構いろいろな方がいらっしゃったんですが、どういう方が緊急としているかなと思って。

事務局：今のところの検討状況ですが、緊急受け入れの定義というのは、利用者さんだったりご家族の方が緊

急と思うものと定義をより利便性を考えて、そのように考えているところです。

また、精神障がいの方を対象にというところについては、在宅に駆けつける事業に対して、精神の障

がいの方を対応していくかというところが一つ検討事項となっております。

障害者就業・生活支援センターいちされん：ありがとうございます。

どちらかというと、浦安の中にある入所施設とか、ショートステイやっているところとかに聞いても

いいと思うんですけれども、どういった緊急受け入れ例があるのかというのを一回調べてみて、集めて

もいいのかなという感じはします。どんなものが緊急なのかという枠がないと、受け入れていいのか、

事前登録したんだけれども、これは緊急なのかなと思うものを受け入れていたら、すごい大変かなとい

うイメージがあったので。

以上です。

事務局：参考にさせていただきます。市内で短期入所をやられている方のご意見とか、精神の障がいの方の相

談を受けているところのご意見も聞きながら、やっていきたいと思っています。

リーダー：ありがとうございます。

ほかにご意見、ご質問ございますでしょうか。

お願いします。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：理解がよくできていないんですが、現在市内の青少年サポー

ト事業のそらいろルームでお世話になっているんですが、あちらは 25 歳までという利用制限がありま

すので、25 歳を過ぎた成人に達している障がいのある人がそらいろを終えた後に頼る場というのが相

談支援事業所なんでしょうか。

リーダー：これに対してお答えは事業課できますか。

事務局：発達障がいの方で成人された方ということで、居場所と言ったらおかしいんですが、就業に向けてト

レーニングできるようなものが何かできないかなということで、検討を進めているところであります。

今、おおむね 25 歳というふうなことでそらいろルームは対応しているんですが、その範囲を広げると

いうことではなく、また新たなサービスの展開を考えたいなというところで、検討を進めているところ

です。それが拠点の中に入れられるかどうかということも含めて、検討している最中になりますので、

また明らかになり次第、お話をしていきたいと考えております。



15

以上です。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：実は子どもが特別に相談、療育的なことをしていただけてい

るんですが、何か問題が起きたとき、本人が困ったときに、頼れる人は誰かと質問すると、そらいろル

ームの先生のお名前を言うんですね。親１人じゃどうしようもできないこともたくさんありますし、子

どもが困ったとき、これから長い将来親亡き後１人で生きていったりするときに、頼っていける場とい

うのは、発達障がいの人たちもすごく必要だと思うんですね。

だから、きちんとそういう場をつくっていただきたいし、そこには専門的なスキルを持っている方で、

適確な指導とかアドバイス、カウンセリングなどができるような人材をきちんと確保していただかない

と、本当に困ってしまうという、切羽詰まって心配しています。

リーダー：ありがとうございます。

ほかにご意見、ご質問等ございますでしょうか。

浦安市自閉症協会。

浦安市自閉症協会：グループホームということでお話はしているんですが、ちょこちょこ一人暮らしというワ

ードが出てくるんですが、先ほど障害者就業・生活支援センターいちされんがおっしゃった現在グルー

プホームに入っている人も精査が必要で、一人暮らしもいけそうな人もいるじゃないかという話もあっ

たりするんですが、あと議題２の資料にも中・軽度対象で利用期限なしの居室は不要とあるんですが、

そもそも軽度の人たちもなぜグループホームを出れないかといったときに、一人暮らしできるよと言わ

れたって不安がとても大きくて、サポートがあるという安心感がないからだと思うんですよね。

だから、グループホームを通過型にするというのは私も賛成で、うちの子も将来的に一人暮らしとか

自立ができたら、本人もうれしいだろうなと思うんですよ。だけど、課題が大きいと思って、なぜかと

いうと、どんなサポートしてくれるかという安心感が見えないというところなんですね。結局、当事者

がどれぐらいできるようになっているか、嫌な言い方をするとどれぐらい健常者に近いことができるよ

うになっているかというところでしか一人暮らしを選べないような状況になっているというところが問

題だと思うので、それをやらないままにしていたら、結局グループホームをどんどんつくって、通過型

と言いながら通過できなくて、そこにとどまるしかなくて、またつくるみたいな、きっとこれはずっと

変わらないと思うので、グループホームももちろん必要なんですが、一人暮らしという選択をした人た

ちをどう支えるかというところも重要だということをちゃんとわかりながら進めないと、言っているこ

とに矛盾が出てきて、また結局利用者とその親が苦しむ、望んでいるところじゃないところへまたその

子を押し込めなきゃいけないような、自分をそこにおさめなきゃいけないような状況が起こってしまう

と思うので、グループホームをどうしようという流れで地域生活支援部会は来ていますが、その人それ

ぞれの暮らし、生活というものから考えないと矛盾が出て、結局ここで本当に話したいけど話しづらか

ったりとか、変な感じになっちゃうと思うので、一人暮らしも含めた、その人それぞれの生活というこ

とも立ち返るというか、同時に考えていかないといけないんじゃないかなと思っています。

自分を曲げて、生き方を生活を曲げていかなくて済むようにという方向性に浦安のやり方が進んでい
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ってほしいなと思っています。

以上です。

リーダー：ありがとうございます。

ＮＰＯ法人あいらんど、どうぞ。

ＮＰＯ法人あいらんど：今、浦安市自閉症協会のおっしゃったこと、ずしっと来ました。

通過型も非常にどうなのというところがあって、精神の方も通過型がいいのかもしれないけれども、

知的の人は例えば同じことの繰り返しが一番安定するとか、そういう傾向性を考えると、今グループホ

ームで落ちついている夜間支援体制のもとに、夜中に目が覚めてしまっても、世話人さんが寝ていると

ころにぶつかってトイレ行きたいと言ってみたり、そういう状況がもし通過型で、生活が整ってきたか

ら次行かなきゃいけないというようなことがもしご家族だったり、支援者だったり、支援者側もわかっ

てしまうと、利用者さんに対して圧がかかっていくのかなと、それが安定した住まいなのかなと考える

と、急ぐことはないのかなと思ったりします。

一つのことをお家に限って考えると、訓練の場では間違いなくないので、送り出すために何かしなき

ゃ、何かしなきゃと思うと、逆かなと思うんですね。間違いなく１年、１年、年を取っていく、それと

ともに加齢もというか、自然の流れで誰でも年取るじゃないですか、私も何もないところで転びます。

だから、そういうことがだんだん見えてくると、通過型に押されてしまって、また３年たったら出なき

ゃとか、５年はいれないとなってくると、本来の生活の支援の場として違ってくるかなと思います。だ

から、その辺は本当見きわめていかないと、利用者さんも追い込むし、私たち支援者も追い込まれてし

まうかなと思います。今の率直な感想です。

以上です。

リーダー：和洋女子大学、どうぞ。

和洋女子大学：この中・軽度対象で利用期限なしの居室の不要ではないかといった意見を出したのが僕だった

ので、整理をしたいと思うんですが、利用期限なしの居室は不要と言ったのは、あくまでも拠点のグル

ープホームの話です。全てのグループホームの話をしているわけではないというのが一つ、それと中・

軽度対象で拠点のところで一回使って、民間のグループホームに転居ということもあるし、浦安市自閉

症協会おっしゃったように、ここから一人暮らしという場合もあるでしょうと、ただある程度落ちつい

てふだん暮らせるとしても、ちょっとした見守りの支援ですとか、緊急で困ったというときに相談でき

る人が誰かいないと、一人暮らしなんて到底無理ですよという話があるんだろうと思うんですね。そう

いう人のために、一応自立生活援助という事業が今年度からできていて、浦安ではまだ指定はないとい

うことで、これから育っていくことになろうと思うんですが、障害者就業・生活支援センターいちされ

んが先ほど現入居者の精査をしたほうがいいんじゃないか、つまり今グループホームというのは非該当

の方まで対象になっていて、本来ならアパート一人暮らし可能なんじゃないかという方がグループホー

ムに入っているケースがあるとすれば、そこは自立生活援助というサポートを使いながら、一人暮らし

の練習しながらということになるんでしょうが、やっていくということは十分考えられるのかなと。も
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う少し手が離れれば、今度は地域定着支援というのもあります。ですから、既存の現行制度というのも

きちんと使っていきながら、なるべく束縛がない暮らしということに向けて支援をできたらいいんじゃ

ないかなと思っています。

それから、市の単独事業として行っている事業の現行制度との重なりもあったりするのであれば、整

理をして、例えば地域定着なんかをやっているところは１カ所しかないという状況がある中で、今委託

でやっているのは基幹のところしかないわけですが、総合相談窓口の機能を持たせるのと地域定着、地

域移行もやるという条件つきで委託費を少し乗せるとか、相談支援、そういったことも現行の市の単独

事業を整理する中で、今やっている制度を伸ばす方策も同時に考えていくというのも一つの方向性なの

かなと思います。

以上です。

リーダー：ありがとうございます。

ほかにご意見。

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：和洋女子大学とＮＰＯ法人あいらんどのいいとこ取りみたいになっちゃうん

ですが、確かに拠点は通過していくという、確かに和洋女子大学のおっしゃるように、民間のグループ

ホームに転居をして、そこからどう暮らしていくかという形になるんですが、一方でＮＰＯ法人あいら

んどのおっしゃるとおり、同じことの繰り返しで安定をしているというところはあって、そのいいとこ

ろを取っていければとは思うんですが、国の制度とか社会の流れというところで、軽度の人イコール単

身をしなきゃいけないんだというような流れになっているような気がします。そういう報酬が減ってい

たり、グループホームの軽度の方の報酬が減ったりはしているので、そこの中でこれはすごく嫌な言い

方しますが、軽度切りなんじゃないかなみたいな論調も言うような識者の方もいらっしゃったりはして、

確かにそうなんですが、そういうふうな一面もあるような報酬改定だとかにはしているのかなとは思っ

ているんです。

ただ、民間のグループホームに拠点は通過ということは、それはそれでそうだろうということなんで

すが、民間のグループホームに行った軽度の方は、必ず一人暮らししなきゃいけないですみたいな風潮

になっちゃうと、ちょっとこれはどうなんだろう。僕は要は本人がグループホームで過ごしていると煩

わしいんですとかというところで、単身を目指しましょうねというように支援を組み立てられればいい

んですが、あなたは軽度だから、いつか一人暮らしするんですよというふうな、本人が望まない一人暮

らしをさせられてしまうというところは避けていったほうがいいんじゃないか。

最終的に本人がどのようにして暮らしたいのかを支えていく仕組みだったり、社会資源の整理だった

り、増やしていったりというところが必要になってくるのかなと思っていて。重度の人にもいろいろな

ピンポイントの支援があれば、逆に単身でいけちゃったりとか、それってフォーマルなものだけじゃな

くていいと思うので、近所のおじさんかもしれないし、松戸に住んでいる重度の心身障がいで知的と身

体の方がご家族も妹さんか何かが近くに住んでいて、隣のアパートでヘルパーとかばしばし入れて、普
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通に１人で過ごしている。でも、もともといた通常の法人さんも見守っていたりとか、妹さんがのぞい

たりとかしながら、何とか１人で楽しくやっているよという重度の方もいらっしゃったりもするので、

軽度イコール一人暮らし、重度イコールグループホームというわけでも実はなかったりするのかなと思

いました。

以上です。

リーダー：ありがとうございます。

その他ご意見ある方いらっしゃいますでしょうか。

ないようですので、次に進めます。

第３回自立支援協議会では、地域生活拠点のイメージをさらに共有できるように模擬事例を用いた説

明がございましたので、そちらについても事務局から説明をお願いしたいと思います。

よろしくお願いします。

事務局：第３回自立支援協議会において、地域生活支援拠点というのは何なのかというイメージがさらにわか

るように、拠点を利用した場合の模擬事例、モデルケースというのを２例ほど作成しましたので、それ

を紹介しました。

ただし、これはあくまでイメージをみんなで共有するというのが目的であって、実際こんなにうまく

進まないでしょうとか、そもそも浦安市はこんな状況じゃないじゃんというような突っ込みどころ満載

のものだと思います。ただ、この場はケース検討とか事例検討ではないので、これをもとに議論すると

いうのではなく、よりイメージが湧くように、２つ事例をつくってみましたので、この場で同じように

ご紹介します。

モデル１が重度自閉症の方の支援例、在宅生活から地域のグループホーム利用へというモデルになり

ます。

本人は 27 歳、男性、療育手帳マルＡ、障害支援区分４、自閉症、興奮時に自傷、他害あり、家族構

成は母親55歳との２人暮らし、父親とは本人幼少期に離婚、以来疎遠となっております。

特別支援学校高等部卒業後、自宅で母親と２人で生活しながら市内のＳ生活介護事業所に週５日通所。

日中の出来事を引きずってしまうと、夜間に自宅で興奮し、大きな声を出したり、頭叩きや居室からの

飛び出し等がつける。母親も持病の腰痛が悪化する中で、興奮の頻度が増える本人への対応に苦慮し、

担当のＡ相談支援専門員に相談をしました。

緊急時の対応策の一つとして、地域生活支援拠点の緊急時支援事業、場合によって駆けつけをすると

いう事業への登録を行うことになります。後日、地域生活支援拠点の職員、これは緊急時支援事業によ

る多機能拠点の職員とＡ相談支援専門員の訪問によるインテーク面接が行われて、登録が完了します。

登録の 10 日後、深夜０時を回ってもなかなか寝付かず、大声を出し、家を飛び出そうとする本人の

制止に苦慮した母親が緊急通報します。拠点から支援員が訪問、なかなか興奮状態がおさまらず、支援

員は環境を変える必要があると判断し、拠点の緊急用に１枠確保するというお助けショートステイにて

一晩を明かすことになります。
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翌日、母親、拠点相談員、Ａ相談支援専門員、基幹相談支援事業所、Ｓ生活介護事業所、行政の地区

担当ケースワーカーで緊急のケース会議を開催します。現在の家庭の課題や今後の本人の支援方針につ

いて協議を行う。母親の疲労度も高まっていることと、母親自身も一定の時期で本人にはグループホー

ムでの自立した生活を望んでいたこと、支援者も本人の状態を一貫してアセスメントする必要があると

判断して、市にグループホームの利用申請を行うこととなります。

ここでポイントとして、緊急時支援事業は駆けつけの際に支援員の判断で、自宅から本人を離す判断

を場合によっては行います。その際、お助けショートステイで一晩過ごしていただくことになります。

これはあくまでも緊急的な対応となるので、翌日必ず関係者での緊急のケース会議を開催します。緊急

のケース会議は、拠点の相談員が招集して、基幹相談支援センターや行政も招集をして、当該家庭の課

題の共有や対応方針の検討に関わっていきます。

その後グループホーム入居者選定基準に基づいて、多機能拠点のグループホームへの入居が決定しま

す。

まず、短期的な目標として、興奮の頻度が減って、落ちついた生活ができることが掲げられます。多

機能拠点のグループホームへ入居してからも、定期的に開催されるサービス担当者会議を通じて、拠点

のグループホームとＳ生活介護事業所で行われているアセスメント結果を皆で共有して、興奮が起こり

にくい環境調整や関わり方の方法を模索する日々が続きます。

ここでのポイントとして、先ほどの説明の中でもありました専門的人材の確保、養成という機能も地

域生活支援拠点に求められる機能の一つです。拠点のグループホームと日中の事業所のアセスメント結

果を共有する機会、定期的なケース検討会議等を通じて、直接支援に携わる日中の支援事業所の支援員

のスキルアップも目指していきたいと考えております。

拠点のグループホームに入居して２年が経過し、本人の興奮の頻度も減り、落ちついた生活が送るこ

とができるようになってきました。この時点で目標は地域のグループホームに移行することと掲げられ

るようになります。自立支援協議会等で、この２年間の多機能拠点のグループホームでの支援の実践例

の報告を行ったところ、市内の既存のグループホーム事業所であるＢ事業所から、増床し本人を受け入

れてみたいという声が挙がります。

Ｂ事業所への移行にあたっては、Ｂ事業所から支援員が拠点のグループホームを訪れ、本人の生活状

況や環境調整の工夫を共有し、受け入れに向けた準備を整えました。

拠点のグループホームへの入居から２年半が経過したところで、Ｂ事業所の受け入れ準備も整い、本

人はＢ事業所へ入居します。当初は慣れないＢ事業所での生活に混乱する様子もありましたが、拠点の

グループホームからのアドバイスも受けながら、徐々にＢ事業所での生活に本人も支援員も慣れていき、

現在はＢ事業所とＳ生活介護事業所を利用した、安定した生活を送っているというケースです。

ここでのポイントは、拠点のグループホームでの支援の実践例を自立支援協議会等の場で共有をして、

実際の本人の拠点グループホームでの生活の状況を皆が確認できることで、地域のグループホーム事業

所でも受け入れを前向きに検討することができます。こうした拠点のグループホームの支援実践例を通
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じた面的整備としての専門的人材の確保・養成、地域の体制づくりといった役割も期待されます。

このモデルでは多機能拠点というのが特に求められた５つの機能、相談や緊急時の受け入れ・対応、

体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくり、全部を少なからず果たすことができた

というモデルになっております。

６ページ目には、前回の部会でお示しした全体図を示しておりますが、このモデルでは緊急時の受け

入れ先とか体験の場という箱物、場がある拠点の強みを生かした支援例となります。拠点のグループホ

ームでの支援実践例を広く地域で共有することで、人材の養成や地域の受け皿を確保する体制づくりを

行うことができます。拠点の場の強みを生かして、面を整備していく好循環が期待できるというモデル

になっています。

人材の養成とか地域の体制づくりというと、研修会を行うとか、講習会を行うという考えが最初に浮

かんでくるんですが、実際の支援実践例を共有することで、そういう役割も果たすことができる、そう

いうことが期待できるのではないかというモデルになっています。

では、続けてモデル２もお話しします。

モデル２は精神障がいのある方の支援例、精神科病院からの地域移行という例です。

本人の状態は 45 歳、男性、統合失調症、精神障害者保健福祉手帳２級、障害支援区分２となっていま

す。

家族構成は父親が 10 年前に他界、母親は 80 歳、特養入所中。姉が 50 歳、他県で生活となっていま

す。

こうした中で、20 代後半で発症した統合失調症の陽性症状が顕著になり、40 歳でＡ精神科病院に入

院をして、以来キーパーソン不在の中、５年間入院生活が続いているという状況です。このたび地域移

行支援で地域での一人暮らしを目指すことになるという状況です。

これだけ示すと、一人暮らしを本当にできるのか、キーパーソン不在の中で誰が中心となって進める

のか、そもそも地域移行支援って何と、いろいろ疑問が湧いてくると思います。

５年間の入院生活により、地域での生活に不安を覚えた本人は、一人暮らしへ移行する前に外泊の体

験のため、多機能拠点のお試しグループホームを利用します。１回目は２泊３日、２回目は７泊８日の

お試しグループホームでの体験利用を経て、本人が１年ほどのグループホームを利用しながら、地域で

の一人暮らしに最終的に移行するということを希望したこともあって、グループホーム入居者選定基準

に基づいて、通過型の拠点のグループホームの利用に至ります。

なお、日中活動の場としては、ソーシャルサポートセンター、地域活動支援センターに通うことにな

ります。

ここでポイントとして記載した地域移行支援というサービスですが、主に施設に入所している方とか、

精神科病院に入院にしている障がいのある方に対して、住居の確保とか、その他地域における生活に移

行するためのさまざまな相談や同行支援、関係機関の調整等の必要な支援を行うサービスです。浦安市

では、基幹相談支援センターとソーシャルサポートセンターが指定を受けています。
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計画相談支援事業所の相談支援専門員がグループホームを利用するに当たってのサービス等利用計画

を作成します。地域移行支援事業所の相談員が地域移行支援計画というものを作成して、入院からグル

ープホーム利用までを支援します。地域生活支援拠点というのは、入所施設とか精神科病院からの地域

移行の際に体験の場を提供する役割というのが期待されています。

拠点のグループホームでの生活を通して、食事の提供以外の身の回りのこと、洗濯や掃除等の家事を

自分でやってもらって、グループホームからソーシャルサポートセンターに決まった時間に通所する、

そういう規則正しい生活を送ることができるようになります。１年間の拠点のグループホーム利用で、

一人暮らしに向けた生活スキルと自信を持つことができたことから、計画相談支援事業所の相談支援専

門員と一緒に地域でアパートを探し、自立生活援助を活用しながら、一人暮らしを開始することになり

ます。拠点のグループホームに自立生活援助の地域生活支援員が訪れ、事前に本人との面談や生活の様

子を確認していたことから、スムーズに一人暮らしに移行することができました。一人暮らしが順調に

進む中で、次は就労の場を探しているところであるというケースになります。

先ほど和洋女子大学からもお話があった自立生活援助というのをここでも使っていますが、申しわけ

ありません、浦安市には現在自立生活援助の指定事業所がありません。今後、増やしていくという取り

組みが求められるところで、自立的生活援助を使ったモデルとなっております。

地域生活支援拠点に対して国から求められている機能の中で、このモデルでは体験の機会・場の提供、

また地域の体制づくりに対して一定の役割を果たした、そういうモデルになっております。

地域移行には体験の機会を提供するのが必要であり、地域生活支援拠点に期待される機能の一つにな

ります。一方、一人暮らしへの移行にはさまざまな関係機関のサポートが必要になります。多機能拠点

に蓄積される事例を地域の事業所で共有して、地域の体制づくりをしていくとも大事になってくると考

えられます。

２つのモデルを説明しました。いろいろ突っ込みどころもあるかと思いますが、こうした事例は検討

する中で増やしていって、共有させていただきながら、皆様で地域生活支援拠点に対するイメージをお

互いに持っていきながら、一緒につくり上げていきたいと考えているところです。

説明は以上です。

リーダー：ありがとうございます。

この説明については、皆さんに情報共有ということで、次の議題に進めたいと思います。

議題３雇用・就労支援の推進について。このテーマで議論することとしては、前回就労支援サービス

事業所の委員の皆様に、現状の課題についてお話をいただいております。その内容について、事務局が

まとめておりますので、まずは説明をお願いします。

事務局：前回の地域生活支援部会で、雇用・就労をこれからテーマで話し合っていこうという切り口として、

就労系サービスを運営する事業者の皆様にご発言いただいて、現状感じている課題をご意見いただきま

した。

一番多くの方から出た意見として、利用者の高齢化という課題を皆さん感じられているようでした。
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作業が難しくなっているとか、支援の面、送迎が必要になっているとか、そういった問題が出てきてい

るという話をいただいています。

また、作業スペースが不足しているという話も幾つかありました。飲食業のみの運営なので、利用者

によっては必要なスキルが高過ぎてなかなか対応できない、難しいというご意見もありました。また、

一般就労に移行できる人は既に移行していて、現在は企業の障がい者募集、求人があっても、出せる人

がないという状況であるというご意見がありました。それに関連して、就労移行等利用者がどんどん減

少して、事業所の閉鎖に至ったという話もありました。また、これは事業所によってですが、就労訓練

のための作業が足りてない、逆に作業が余っているというお話をいただいた事業所もありました。

議題３の資料の説明は以上です。

リーダー：ありがとうございます。

前回は事業者側からご意見を多くいただいたところで、今回は当事者側から感じている課題等のご意

見、お伺いさせていただければと思いますので、挙手をお願いできればと思います。

浦安市自閉症協会、お願いしていいですか。

浦安市自閉症協会：障がいの特性によって違ってきちゃうとは思うんですが、知的障がい、発達障がい系の軽

度ではない人の話しかできないんですが、例えばうちの子が今事業所に行けているのは、仕事がいろい

ろな種類があったからです。いろいろなことをさせてもらう中で、どの仕事が向いているかというのを

見てもらえたので、通いつづけていられるというところがあります。

子どもが高等部時代にいろいろな事業所に実習に行きましたが、いろいろな仕事を１つの事業所でさ

せてくれているというところは、少なかったです。同じ部品を同じようにはめていく作業を延々やると

か、封入だけを延々とやるとか、そういうところだと評価は悪かったりしました。よく発達障がいの人

は同じ仕事をずっとやるのが安定するとは言いますが、うちの子に関しては当てはまらなかったし、発

達障がいだからこうという決めつけたやり方も違うなと思います。なので、同じような職種ばかりだと、

その仕事をできる人はとても限られるし、作業が余るという状況になるかもしれないなと思います。

どうしても自分の子のことから挙げるしかないんですけれども、食品関係は難しいんですね。もちろ

ん手を洗うとか、清潔にするというのは教えればやりますが、緊張し過ぎると手がいろいろなところを

さわってしまうので、そのたびにまた手を洗うとか、余分な、働くのに適さない行動が出てしまうとい

うこともあったりするので、食品関係は向かないなと思うと、食品しかやってないところだと、そこは

選択肢に入らなくなる。

ポスティングもあり、封入もあり、小型家電の解体もあり、接客的なこともある。いろいろなことを

やっている事業所は、本当に浦安では限られて、これから就労を迎えようという人の保護者の方と話す

機会があったときも、そこに不安を感じている方が多かったです。事業所をつくりましたからどうぞ来

てください、でもうちではこの仕事しかないですけどねでは限界があると思うので、いろいろなタイプ

の人が、いろいろな仕事ができるような工夫をしていただけるといいなというのは、ずっと思っていま

す。
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ここでもですが、「就労Ｂがいいな、でも空きがないなら生活介護でも」ということを言う知人がい

たので、またそうやって望まない所に無理くりおさめるようなことをしなくていい状況になってほしい

と思っています。

以上です。

リーダー：ありがとうございます。

ほかに当事者の保護者の方でご意見。

いちょうの会：定例会に参加する方がすごく少ないんですね。その中で限られた方のお話になっちゃうんです

が、就職している方も何人かいるんですが、結局自分で気に食わないとぱっとやめちゃう、仕事をもら

ってもすぐやめちゃうという、そういう繰り返しの方も多かったり、自分で頭の中ではもっとできるは

ずなのに、こんな仕事は僕の仕事じゃないと思っている方とか、初めからそういう仕事場に行かない方

があったりしているので、なかなか会でもつかみ切れないんですね。

だから、皆さんのお話は参考にはなるんですが、出席している家族会の中では、就労している方が少

ないんですね。親亡き後のことというのは、すごい心配はしているんですが、その先どうするというと

ころまで行かない現状です。皆さんのお話を伺わせていただきまして、ありがとうございます。

リーダー：ありがとうございます。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ、特にないですか。

浦安市肢体不自由児親の会どっこらしょ、どうですか。

浦安市肢体不自由児親の会どっこらしょ：息子が、Ｂ型にするのか、生活介護にするのか、本当に悩んでいま

す。

先を選ぶときに、親の今の生活の状況も考えつつ、彼が通えるところを考えると、どうしてもここと

こことここがいいなと思う場所には行けなくなるというか、行政にお願いしたい部分、意見がまとまら

ないんですが、親が仕事をしているから８時半には家を出たい。そのときに迎えに来てほしいという希

望もあるけれども、親が働くのをやめれば連れていける、始まる時間までには間に合うんじゃないかと

かと言われてしまえばそれでおしまいになってしまうし、足も不自由なので、送迎はとても大切で、事

業所さんに頼り過ぎているのがいけないのかもしれないんだけれども、自分たちの生活もある程度クリ

アしていきたいなと考えると、卒業後どこで働かせていいのかなとか、どこに預けたらいいのかとか、

生活介護かなとか、仕事はやめて子どものためにやってあげなきゃいけないのかなとか、何かいろいろ

悩みが多過ぎて、まだ考える余裕がない状態です。

あとは親から事業所さんに問い合わせして、８時半前に迎えに来てくれますかとか、１軒ずつ聞いて

いくのもだんだんこっちも苦痛になってくるし、どうしようというところで、こっちも精神的につらく

なるしというのがとても多い感じで、今はあと１年悩もうかなと思いながら日々暮らしている状態です。

以上です。

リーダー：ありがとうございます。

障害者就業・生活支援センターいちされん、市川とかの状況はどうなのか、聞かせていただけたら、
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市川・浦安圏域でいいんですが。

障害者就業・生活支援センターいちされん：どこも多分大して変わりはしないと思うんですが、先ほどどなた

かがおっしゃられたような状況というのは、本当は学校の先生がしっかり福祉サービスについて理解が

あればいいだけの話なんですね。

私は今県の特別支援学校の就労支援コーディネーターと進路指導主事の先生たちと今後のあり方検討

会みたいなものをさせていただいているんですが、その中でも担任の先生レベルでもしっかり福祉サー

ビス、地域のことをしっかり知っておかないとだめですというお話もしています。

これからＢ型事業所に行かれるのであれば、多分Ｂ型アセスメントというのをどこかで受けなきゃい

けないかと思うんですが、Ｂ型アセスメントは向こうでしか受けられないので、しかも浦安って移行っ

てあまりないですよね。タオさんとリバーサルさんがあって、今いろいろなところでアセスメントの見

直しも行われているところではあるんですが、いろいろ総合すると、まずはその方のことを知らなきゃ

いけない。一番はアセスメントの問題なんですよ。その人のことをどれだけ理解できて、どんなことが

得意で、どんなことが苦手で、どんなところに行ったらその事業所に合うのかとか、働ける窓口という

のは多分昔と比べて大分増えたかなと思うんです。

今、テレビで水増し問題が問題になっているじゃないですか、来年度までに 3,800 人雇用しますよな

んてことを言っていますが、それも含めて、そうすると中央省庁がこれからどんどんとっていくと思う

んですが、ほかの一般企業は重度の方もどんどんとらなきゃいけないようになってくると、Ｂ型事業所

は、市川のＢ型事業所とかは結構すかすかなんですよ。あいているところが多いんですよ。けど、送迎

となるとほとんどないですよね。そうなると、そういうところは考えなきゃいけないのかなというのは

ありますし、Ｂ型に行かなくても、Ｂ型に行くような重度の方たちも就労できる時代になってきている

というところですね。

働くというのも、昔はこの仕事がありますね。この人できるかできないかという判断だったんですが、

今は大分違って、その人に仕事を合わせる。なので、例えばこれができないのだったらこういうことで

きるかもと、私は昔の施設の上司にその人が何ができるのかを考えなさいとよく言われたんですが、多

分今の会社もそういう傾向にあるのかなとなると、昔のイメージの就労と、今の就労は大分違うのかな

とは思うので、そういった意味でも支援機関の方に相談していただいたり、先ほどの話だと、計画相談

についていただいてもいいのかなと。

浦安市肢体不自由児親の会どっこらしょ：実際問題、計画相談とか、ああいうのにかかわっても、その場でば

っと話して終わってしまっているというが現状だと思います。

障害者就業・生活支援センターいちされん：しっかり話を聞いてあげていただいて、そもそもサービスってこ

ういうものがありますよ、地域資源、こういうものがありますよ。ここを経由してこういうこともでき

ますよというのを想定していただけるのが計画相談のはずというか、私はそう思っているところではあ

るんですが、そういうところにまずめぐり会わなきゃいけないですし、そういうところを探さなきゃい

けないというところはあると思うんですが、計画相談はいろいろなところで数も不足しているという、
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実態もあったりするので、そこら辺は俺がつくりますというわけにもいかない。

だから、就労状況は昔と比べて大分変わってきているというのと、重度の方でも働けるような設備を

今は会社自体が整えようとしているというのと、一度そういう場所をみんなで見に行ってもいいのかも

しれないなというところはあるかと思います。

リーダー：ありがとうございます。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブはどうですか、何かありますか。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：私は視覚なので、今話をずっと聞きながらいたんですが、そういうグ

ループホームの中で支援の人というのはどのぐらい、そこに入れるかなと思ったんですが、あとはちょ

っとわからないです。

リーダー：お願いしていいですか、質問の回答。

社会福祉法人市川レンコンの会：質問の解釈としては、グループホームの中にどれぐらいの職員、支援員さん

がいるかみたいなイメージでよろしいですかね。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：そうです。

社会福祉法人市川レンコンの会：グループホームは世話人さんって直接支援をする方なんですが、ご飯つくっ

たり、生活支援をしたり、そういう直接的に現場に入る方は基本的には利用者４人に対して１名の世話

人、もしくは５名に対して１名の世話人、６名に対して１名の世話人というのは、どれかをグループホ

ームをやっている運営法人が選べるという形になっています。

例えば、４対１という場合、利用者さんの数とか、世話人のほかに生活支援員という方がいらっしゃ

るので、それは区分が高ければ高いほど多くの時間数、生活支援に割かなきゃいけないよというお話に

はなってくるんですが、事業所さんとそこに住んでいる利用者さんの状況にはよるんですが、何となく

言うと、四、五人に１人ぐらいの形でいらっしゃるみたいなイメージですかね。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：ありがとうございました。

リーダー：ありがとうございます。

浦安市自閉症協会：障害者就業・生活支援センターいちされんがおっしゃった仕事があって、この人が合うか

合わないかという考え方から、その人にできる仕事を探していくというふうに変わっているのは、企業

に対してですか。Ｂ型とか、福祉系のところにもそういうふうになっているんですかね。

障害者就業・生活支援センターいちされん：基本、福祉系のところもそういうふうになっているはずというか、

そういうふうにしていかなきゃいけないという。何でかというと、今一つの障がいを受け入れるという

やり方じゃなくなってきたじゃないですか、総合支援法になって、昔の知的のところだったら知的しか

扱わないという形ではなくなってきたので、アセスメントした中でその人ができるところを見つけなく

ちゃいけないとなっているはずなので、昔の傾向が若干生きているところはあるとは思うんですが、そ

の人のいいところを見つけて、その人ができるところを見つけていくという受け入れ方を今は大体のと

ころはしているはずです。

一般企業ですらそういうふうになっているので、福祉ならばなおさらというところだとは思うんです
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が。

浦安市自閉症協会：私もそれは正論だと思うんですが、実際違うなと思うことがつい最近あったので、悲しい

んですよね。何で就労Ｂなのに必要な手だてをしてもらえなくて、何年も頑張ってきたのに、違う事業

所に行かざるを得なくなってしまうんだろうというような、知っているだけでも一つじゃないんです。

事業所側の立場に立てば、経営があって、仕事の内容も決まっているんだったら、しようがないなとい

うのもあるかもしれないですが、浦安でいちされんさんのおっしゃったのとは違う状況があるので、も

どかしいところなんですよね。

こういうことは議題にはなりにくいだろうし、私も別に悪口を言いたいとか、そういうわけじゃない

けど、実際そういう思いをしている方がいて、個人的にはもっと声を上げればいいと思うけど、多分声

を上げる場所もわからないだろうし、そんなことをやっている間に自分の子どもが合うところに行って

安定してくれたほうがいいわと、多分そっちをとるんだと思うんですね。

私は当然だと思って、Ｂ型行った時点でその子に合う手だてをしてもらえるものだと思って行かせて

いて、今それが叶ってありがたいんですが、そうじゃなかった人たちがほかでいたということを聞くと、

大きな問題じゃないのかなというのはずっと思っていることです。

障害者就業・生活支援センターいちされん：非常に残念というか、国のＢ型事業所のあり方というのが厳しく

なっているというところもあるっちゃあるんです。例えば、平均工賃というのができて、査定ではない

ですが、週５日来ている人の工賃と週２日来ている人の工賃は違うじゃないですか。平均工賃を合わせ

て、施設に入ってくるお金が決まるようになってしまったというのがあったりするんですね。そうして

くると、上の人と下の人に差を余りつけないようにしようみたいになってくると、お仕事ができなかっ

たり、余り来れない人をＢ型にずっといさせるわけにはいなくなっちゃうという現実もあったりするん

です。

それを考えると、確かにＢ型は事業を回していかなきゃいけないですし、お仕事だから余っちゃうと

職員の人がやらなきゃいけなかったり、夜遅くまでやっていたり、昔から課題だったと思うんですが、

実際にはあったりするので。けど、要はＢ型のあり方自体、Ｂ型支援事業所と生活訓練、生活介護のあ

り方というのがだんだん曖昧になってきちゃっているので、国としては多分そこをはっきりさせましょ

うねというか、まずここができないんだったら、こういうところに行って少しできるようになってから

上にステップアップしましょうみたいなイメージなのかもしれないんですが、急に制度が変わったので、

そこら辺が多分難しいところなのかなと。

けれども、障がいのある方たちのアセスメントをするというのが福祉サービスがやらなくてはいけな

いことで、ただ通ってもらっているだけじゃなくて、Ｂ型事業所の人だって生活介護の人だって今は働

きに出れる時代になってきたので、その人のいいところを見つけるというのが福祉サービスのやらなき

ゃいけないところだと思いますし、そこでできることというのを見つけて、その人の仕事にすると。

先ほど食品のところで働くとかという話もあったじゃないですか。あれは要はお仕事の細分化の問題

なんです。簡単に言うと、カップラーメンをつくるときって簡単につくるじゃないですか。横とかに手
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順書が書かれているのはわかりますか、あれは細分化というんですね。まずふたをあけましょう。お湯

を入れましょう。ふたを閉めましょう。３分間待ちましょう。

要するに、カップラーメンをつくってくださいというと、カップラーメンを手順に従ってつくってく

ださい。もしくはあなたはお湯を沸かせないんだったら、お湯まで私が沸かすから、その部分だけはや

ってくださいねと、これが細分化なので、これを福祉サービスがやっているかどうかということなんで

す。そうしたら、その人がほかの一連の流れはできなくても、この部分だけできるというのがあれば、

お仕事にはなるわけですよね。それを今は一般企業がやっていることなんですね。

なので、例えばシュレッダーができるとか、ここに入れることはできるけど、袋に詰めることはでき

なくて、まずここに入れることからやろうかみたいなイメージだと思ってください。これは福祉サービ

スがきっとやらなきゃいけないことだと思うので、その意味ではアセスメントをしてその人が何ができ

るかというのを判断しなきゃいけないというところですね。それをやってくれたらいいなにすればいい

のかもしれないですね。

浦安市自閉症協会：それを誰がどうやって事業所の方に伝えてくれるのか、そして事業所はどうやったら聞い

てくれるのかというところだと思うんですよね。

親も事業所の悪口じゃないけど、言わなくても済む状況になってほしい。それには行政側としてはど

ういうふうにしてもらえばいいのかとか、そっちに持っていかないと、結局身内でぐたぐた言って、問

題解決しないままに子どもの行けるところをただ探し回るみたいになっちゃうんじゃなくて、根っこの

ところをどういうふうにやったら解決できるのかなというのを考えられないのかなと。

障害者就業・生活支援センターいちされん：一般企業とかだと、多分幾らでもあるわけです。私たち就業生活

支援センターでやっていたりとか、千葉障害者職業センターがやったりとか、各区とか市の就労支援セ

ンターがあったりとかするので、そういうところが多分一般企業とかにはこういうふうにしていきまし

ょうというのは。福祉サービスあたりは誰が…

ＮＰＯ法人あいらんど：本当にＢ型は大変ですよね。本当に制度、制度、制度と、結局事業所も相談する場所

がないんですね。

うちは今生活介護とＢ型の間の方がだんだん増えてきていて、さっきおっしゃったシュレッダーする

人、あと生活介護の中でもＢ型のお皿洗いを週に２回、２時間だけ行くとか、そうすると工賃の計算ど

うしようとか、だから生活介護の人がどんどんＢ型に流れていって、細分化していますね。生活介護の

中の利用者さんでもちょっとパソコンができるからといって、テプラの名札つけを３時間だけやろうと、

それを今度はＢ型の利用者さんが張るとか、だから本当に細分化しているんだけれども、そこを今度は

工賃だったり、あとは向こうへの請求だったりどうしようというところで物すごく悩んでいるんですよ

ね。だから、そこをどうしていくか。

そこを整えていったところに、新しく入ってきた人も細分化というか、何がどのぐらいできるかとい

うところで、生活介護の人数がわっと増えたり、減ったり、毎日違います。だから、外に行って草むし

りした人の中にＢ型の人が入ってみたり、生活介護の人が入ってみたりとか、いろいろなところにいろ



28

いろな人が今日は生活介護が２人いましたとか、そういう環境、だからどっちつかずというか、でもそ

れは制度に寄せてしまうと、どっちかで請求しなきゃいけない。でも、Ｂ型の人の工賃の計算もあると

いうところで、あとはきらりあさんとか、本当に画期的に、Ｂでも送迎が始まったんですよね、すばら

しいなという。日々本当に事業所は悩んでいて、利用者さんに何ができるかと模索しています。

だから、当事者のお母様方がおっしゃってくださったことをきちっと議事録に残していただいて、事

業所の悩みもどこへ訴えたらいいか、市と相談して結果が出なかったらどうしようとか、そういう方向

に偏っていって、講習会でもいいけれども、制度の見直しも、こういう会議で言っていかないと変わら

ないですよね。私たちはどうやって当てはめていこうというのがあるので、とりとめもないんですが、

そんな状況です。

リーダー：ありがとうございました。

和洋女子大学：皆さんのイライラ感というか、さまざまあるその根本に何があるかというのをきちんと押さ

えておかなきゃいけないなと思ったんですが、つまり障がい者の幅広いニーズを受けとめて、きめ細

やかにそれを支援していくということについては、就労の場面で考えても、何時間何やったから幾ら

という報酬の制度というのは向かないんですね。障がいを報酬になぜしたか、介護保険と一体化する

ためだったというところがあって、そこから離れたときに障がいの制度をどうするかという根本問題

がまず横たわっているというのは、我々もそこは冷静に考えておかないといけないと、その上でＢ型

のあり方というのはどういうふうに考えてきたかなんですが、Ｂ型はつくった当初から工賃しか言っ

てないんです。結局工賃倍増計画から工賃向上計画、今回工賃が高いところほど報酬を上げる、そう

いうふうにしていて、創設当初から工賃のことしか言ってない。つまり１週間働けて、工賃がきちん

ととれる人を対象にしてきた事業なんです。

それであれば、そこにきっちり働けないという利用者さんも働きたいじゃないかとなったときに、ど

う受けとめるかというところが話題になっている生活介護のところなんですが、多分生活介護も就労支

援型と生活支援型ときっちり分けて、うちは就労支援型の生活介護ですよというのを打ち出して、就労

意欲を受けとめていくという方向性が恐らく正しいのかなと、今の報酬体系の中ではそういうふうに思

います。

それと、外れるんですが、モデル、すばらしいというか、僕もかかわったので、その中で見直してみ

ると、モデル１の最初のページで、下の事業というところを伝えたかったという思いもあったんだと思

うんですが、下から３行目で地域生活支援拠点の緊急時支援事業への登録を行うことになる。これはよ

く読み返してみると、このケースだったら地域定着支援も使えるよというふうなことがあって、どっち

を優先して書くかといったら、国の制度を優先せざるを得ないのかなという思いがあって、自分がもし

書きかえをするとすれば、地域定着支援事業のほうがぴったり来るのかなと思います。

そういうこともあって、先ほどの話に戻るんですが、市の単独事業が国の事業とかぶるようなところ

というのは、再整理が必要だろうと思っております。

以上です。
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リーダー：ありがとうございました。

時間も過ぎてしまっておりますので、ご意見、ご質問はこれで終わりにさせていただければと思いま

す。

本年度は住まいの場を中心に議論をしているところですが、雇用・就労のことについても皆さんから

ご意見を伺っております。障がい者福祉計画の重点事項の一つに雇用・就労も挙げられておりますので、

今後第４回でも事業者側、当事者側双方の課題認識を共有していき、今後の議論につなげて、事業者側

も利用される当事者側にとってもよりよい地域になっていければいいかなと思っております。

それでは、最後に議題４その他で委員の皆様や事務局から報告事項等がありますでしょうか。

事務局：かがやくまちうらやすのイベントを新浦安駅前広場でいよいよ３日後、４日の日曜日にやりますので、

ぜひお越しください。

社会福祉法人市川レンコンの会：さっき普及周知というイベントをやらなきゃねとグループホーム支援ワーカ

ーでそんなミッションがあるんですよというお話はしたんですが、その全県イベント、千葉県イベント

で、グループホーム大会というのを毎年県との共催でやらせていただいております。12 月１日、土曜

日、10時から３時半まで、千葉県庁の近くの教育会館で行います。

内容は、最初は基調講演という形で厚労省の方をお招きをして、社会資源の中でのグループホームの

あり方とか可能性をお話しいただいて、分科会に分かれます。分科会は、実際にグループホームに入居

されている方の生の声、こんなことが楽しい、こんなことが面倒くさいですみたいな生の声とか、ご家

族の悩みの吐き出しの場と共有の場というようなしゃべり場というような行事があります。

入居者さん、当事者の方はフリースペースということで作品を集めたりですとか、お菓子を食べたり

みたいなこともありますので、グループホームに興味のある全ての方が対象となります。支援者さんで

も、ご本人でも、ご家族でも近所の方でも、学校の先生の方でも、行政の方でももちろん構いませんの

で、ぜひ皆様のご参加をお待ちしております。

資料をつくる関係がありますので、裏面の申込書にご記入の上、県庁の障害福祉事業課にファクスを

ご参加される方はお願いいたします。

ちなみに、分科会に入居者トークセッションの中で浦安に関係する方が入居者さんとして登場します

ので、ぜひ皆さんお越しください。

よろしくお願いします。

以上です。

リーダー：それでは、時間を超過しましたが、これで終了させていただきます。

次回の会議は２月14日、木曜日を予定しております。

本日は皆さん、貴重なご意見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３回）

次第

平 成 30 年 11 月 １ 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）住まいの場について

（２）（仮称）東野地区複合福祉施設及び浦安市地域生活支援拠点について

（３）雇用・就労支援の推進について

（４）その他

３．閉会



議題１資料 平成 30 年度第 2 回地域生活支援部会後の作業部会で出た主な意見

（グループホームに関する情報提供について）

グループＡ・B

○提供されるとうれしい情報

・家賃、利用料

・写真、間取り

・一軒家、マンション、アパートか

・個室か、相部屋か

・近隣の施設

・定員、空き情報

・男女比

・食事提供方法 弁当か、自前調理か

・どういう形態のグループホームか（通過型など）

・世話人の人数、世話人がいる時間帯（常駐、夜間不在など）

・看護師がいるかいないか、常駐なのか、緊急時のみか

・特徴、ＰＲポイント

・利用者の感想（ごはんがおいしいなど）

・利用者の障がい種別をより詳しく

・バリアフリー対応の有無

・医療的ケア対応の有無

・グループホームのルール（入浴の時間・介助のこと、日中活動のことなど）

・平日、仕事が休みの時にグループホームに居られるかどうか

・所在地（地図）

グループＣ（ＧＨ運営事業者）

・提供情報が細かすぎると、情報に変更が生じた際にリアルタイムの情報更新が難しいこ

と、また実際は利用者ごと支援が異なることから、後々困ってしまうのでは

・グループホームの場所が明確に分かってしまうのは、本人の自宅の場所が分かってしま

うことになるので、抵抗があるのでは

・グループホームは不動産情報ではないので、情報の整理・制限があった方が良い、就労

系サービスは事前情報が細かくあった方が良いと思うが

・グループホームの利用目的や本来の意味がよく分からないまま、直接利用を申し込む人

がいる

・（事業者としては）コーディネーターがいると助かる、ケースワーカー、病院など

・（事業者としては）人員配置、消防法の関係もあるので、利用者の障がい支援区分が分

かっている方が入居に向けてスムーズに考えやすい



モデル１ 重度⾃閉症の⽅の⽀援例
〜在宅⽣活から地域のＧＨ利⽤へ〜

◆本人の状態

27歳男性 療育手帳マルＡ 障害支援区分４ 自閉症 興奮時に自傷、他害あり

◆家族構成

母親（55歳）※父親とは本人幼少期に離婚以来疎遠。

1

特別支援学校高等部卒業後、自宅で母親と２人で生活しながら市内のＳ生活介護
事業所に週５日通所。日中の出来事を引きずってしまうと夜間に自宅で興奮し、
大きな声を出したり、頭叩きや居室からの飛び出し等がみられる。母親も持病の
腰痛が悪化する中で、興奮の頻度が増える本人への対応に苦慮し、担当のＡ相談
支援専門員に相談。

緊急時の対応策の１つとして、地域生活支援拠点の緊急時支援事業への登録を行
うことになる。後日、地域生活支援拠点の職員とＡ相談支援専門員の訪問による
インテーク面接が行われ、登録が完了。

緊急時支援事業とは？→「浦安市に

おける地域生活支援拠点の検討状
況」スライド7.8を参照してください。

議題２資料（１）
2018.11.1第３回地域生活支援部会



モデル１ 重度⾃閉症の⽅の⽀援例
〜在宅⽣活から地域のＧＨ利⽤へ〜

2

登録の10日後、深夜０時を回ってもなかなか寝付かず、大声を出し、家を飛び出
そうとする本人の制止に苦慮した母親が緊急通報。拠点から支援員が訪問。なか
なか興奮状態が収まらず、支援員は環境を変える必要があると判断し、拠点のお
助けショートステイにて一晩を明かすことになる。

翌日、母親、拠点相談員、Ａ相談支援専門員、基幹相談支援事業所、Ｓ生活介護
事業所、行政の地区担当ケースワーカーにて緊急のケース会議を開催。現在の家
庭の課題や今後の本人の支援方針について協議を行う。母親の疲労度も高まって
いることと、母親自身も一定の時期で本人にはＧＨでの自立した生活を望んでい
たこと、支援者も本人の状態を一貫してアセスメントする必要があると判断し、
市にＧＨ利用申請を行うこととなる。

緊急時支援事業では、駆けつけた際に支援員の判断で、⾃宅から本⼈を離す判断
も⾏います。その際、お助けショートステイで⼀晩明かすことになります。これ
はあくまでも緊急的な対応となるため、翌日必ず緊急のケース会議を開催します。

緊急のケース会議は拠点の相談員が招集し、必ず基幹相談と⾏政も招集し、当該
家庭の課題の共有や対応方針の検討に関わります。



モデル１ 重度⾃閉症の⽅の⽀援例
〜在宅⽣活から地域のＧＨ利⽤へ〜
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その後、ＧＨ入居者選定基準に基づき拠点ＧＨへの入居が決定する。

まずは短期的な目標として『興奮の頻度が減り、落ち着いた生活ができること』
が掲げられる。

拠点ＧＨへ入居してからも、定期的に開催されるサービス担当者会議を通じて、
拠点ＧＨとＳ生活介護事業所で行われているアセスメント結果を一同で共有し、
興奮が起こりにくい環境調整や関わり方の方法を模索する日々が続く。

“専門的人材の確保・養成”も地域生活支援拠点の担う機能の１つです。

拠点ＧＨと日中事業所でのアセスメント結果をもとにした定期的なケース検討会
議等を通じて、直接支援に携わる日中の支援事業所の支援員のスキルアップも目
指します。



モデル１ 重度⾃閉症の⽅の⽀援例
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拠点ＧＨに入居して２年経過し、本人の興奮の頻度も減り、落ち着いた生活が送
ることができるようになってきた。この時点で目標は『地域のＧＨに移行するこ
と』が掲げられるようになる。自立支援協議会等でこの２年間の拠点ＧＨでの支
援の実践例の報告を行ったところ、市内の既存のＧＨ事業所であるＢ事業所から、
増床し、本人を受け入れてみたいとの声が挙がる。

Ｂ事業所への移行にあたっては、Ｂ事業所から支援員が拠点ＧＨを訪れ、本人の
生活状況や環境調整の工夫を共有し、受け入れに向けた準備を整えた。

拠点ＧＨへの入居から2年半経過したところで、Ｂ事業所の受け入れ準備も整い、
本人はＢ事業所へ入居。当初は慣れないＢ事業所での生活に混乱する様子があっ
たが、拠点ＧＨからのアドバイス等も受けながら、徐々にＢ事業所での生活に本
人も支援員も慣れていき、現在はＢ事業所とＳ生活介護事業所を利用した、安定
した生活を送っている。

拠点ＧＨでの⽀援の実践例を共有し、実際の本⼈の拠点ＧＨでの⽣活状況を確認
できることで、地域のＧＨ事業所でも受け入れを前向きに検討することができま
す。こうした拠点ＧＨの⽀援実践例を通じた、⾯的整備としての“専門的人材の確
保・養成”、“地域の体制づくり”の役割も期待されます。



モデル１ 重度⾃閉症の⽅の⽀援例
〜在宅⽣活から地域のＧＨ利⽤へ〜

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。

5

必要な機能

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
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（仮称）
東野地区複合福祉施設

基幹相談支援セン
ター

相談支援事
業所

市

ひとり暮
らし

ＧＨ

短期入所

自立支援協議会

障がい福祉サー
ビス事業所

★多機能拠点

調整

連携

移⾏

移⾏

専門的人材の確保・養成
地域の体制づくり

★面的整備

評価・検証

協⼒

調整・協⼒

①相談
④専門的人材の確保・養成
⑤地域の体制づくり

②緊急時の受け入れ・対応
③体験の機会・場

「場」のある拠点の強みを⽣かした⽀援例です。拠点ＧＨでの⽀援実践例を広く地域に
共有することで、⼈材の養成や地域の受け⽫を確保する体制づくりを⾏うことができま
す。拠点の「場」の強みを生かして「面」を整備していく好循環が期待できます。

・基幹相談のバックアップ
を受けながら、本人・家族
を相談支援で支える

・緊急ケース会議に参加し、課題の
ある家庭を把握
・支給決定

・拠点と共同して支援方
法の検討・検証

・お助けショートステイ
・ＧＨ

・地域のＧＨの支援を
アフターフォロー

・拠点ＧＨの協力
を得ながら、ＧＨ
の増床、受け入れ

・緊急ケース会議に参加
し情報共有
→その後の長期的な支

援において計画相談支
援事業所をバックアップ

・ケース検討を通じた人
材養成



モデル２ 精神障がいのある⽅の⽀援例
〜精神科病院からの地域移⾏〜

◆本人の状態

45歳男性 統合失調症 精神障害者保健福祉手帳２級 障害支援区分２

◆家族構成

父親（10年前に他界）、母親（80歳・特養入所中）、姉（50歳・他県にて生活）

7

20代後半で発症した統合失調症の陽性症状が顕著になり、40歳でＡ精神科病院に
入院。以来キーパーソンが不在の中、５年間入院生活が続いている。このたび、
地域移行支援にて地域での一人暮らしを目指すことになる。

一人暮らしでき
るの？

そもそも、地域
移行支援と

は？

キーパーソン
不在の中、誰
が中心となって
進めるの？
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５年間の入院生活により、地域での生活に不安を覚える本人は、一人暮らしへ移
行する前に外泊の体験のため、お試しＧＨを利用する。１回目は２泊３日、２回
目は７泊８日のお試しＧＨの体験利用を経て、本人が１年程のＧＨ利用をしなが
ら地域での一人暮らしに移行していくことを希望したこともあり、ＧＨ入居者選
定基準に基づき、通過型の拠点ＧＨの利用に至る。なお、日中活動の場としては
ソーシャルサポートセンター（地活）に通うことになる。

地域移⾏⽀援とは…

施設に入所や精神科病院に入院している障がいのある方に対して、住居の確保や、その
他地域における⽣活に移⾏するための活動に関する相談や同⾏⽀援、関係機関との調整
等の必要な⽀援を⾏います。

浦安市では、基幹相談⽀援センター、ソーシャルサポートセンターが地域移⾏⽀援の指
定を受けています。

計画相談⽀援事業所の相談⽀援専⾨員がＧＨを利⽤するにあたりサービス等利⽤計画を
作成し、地域移⾏⽀援事業所の相談員が地域移⾏⽀援計画を作成し⼊院からＧＨの利⽤
までを支援します。

地域⽣活⽀援拠点にはこの“地域移⾏”に際した体験の場を提供する役割も期待されてい
ます。
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拠点ＧＨでの生活をとおして、食事の提供以外の身の回りのこと（洗濯や掃除等
の家事）を自分で行い、ＧＨからソーシャルサポートセンターに決まった時間に
通所する生活を送ることができるようになる。

１年間の拠点ＧＨ利用で、一人暮らしに向けた生活スキルと自信をもつことがで
きたことから、計画相談支援事業所の相談支援専門員と一緒に地域でアパートを
探し、自立生活援助を活用しながら一人暮らしを開始することになる。拠点ＧＨ
に自立生活援助の地域生活支援員が訪れ、事前に本人との面談や生活の様子を確
認していたことから、スムーズに一人暮らしに移行することができた。一人暮ら
しが順調に進む中で、次は就労の場を探しているところである。

⾃⽴生活援助とは…
居宅において単⾝等で⽣活する障がいのある⽅に対し、定期的な巡回訪問や随時通報を
受けて⾏う訪問、相談対応等を⾏い、居宅における⾃⽴した⽇常⽣活を営む上での課題
を把握し、必要な情報の提供、助⾔、相談、関係機関との連絡調整等必要な援助を⾏い
ます。

浦安市には現在、⾃⽴生活援助の指定事業所はありません。
今後は、多機能拠点に集約される事例の蓄積・分析・発信を通じた、地域の体制づくり
も地域生活支援拠点の役割として期待されています。
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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。

10

必要な機能

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
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（仮称）
東野地区複合福祉施設

基幹相談支援セン
ター

相談支援事
業所

市

ひとり暮
らし

ＧＨ

短期入所

自立支援協議会

障がい福祉サー
ビス事業所

★多機能拠点

調整

連携

移⾏

移⾏

専門的人材の確保・養成
地域の体制づくり

★面的整備

評価・検証

協⼒

調整・協⼒

①相談
④専門的人材の確保・養成
⑤地域の体制づくり

②緊急時の受け入れ・対応
③体験の機会・場

地域移⾏には、“体験の機会”が必要であり、拠点に期待される機能の１つです。⼀
⽅、ひとり暮らしへの移⾏には、様々な関係機関のサポートが必要になります。
多機能拠点に蓄積される事例を通じた、地域の体制づくりも⼤事になってきます。

・計画相談支援事業所
・地域移行支援事業所

・基幹相談のバックアップ
を受けることも

・支給決定

・お試しＧＨ
・ＧＨ

・自立生活援助事
業所との連携

・場合によっては居宅介護の導入も
・就労支援

・拠点と共同して支援方
法の検討・検証



議題２資料(2) 平成 30 年度第 3 回自立支援協議会で出た主な意見

（（仮称）東野地区複合福祉施設及び浦安市地域生活支援拠点について）

○相談

・基幹相談と多機能拠点の相談機能の役割整理はどのように行う予定か。

・場所的にも基幹相談が多機能拠点に入った方が良い。

・国指針では「地域定着支援を活用してコーディネーターを配置し」と記載されているが、

そのような相談支援を多機能拠点が行うのか。

○緊急時支援事業

・緊急時支援事業は事前登録が必須か。

・精神障がい者を対象にしてほしい。

○緊急用居室確保

・市内短期入所事業所との意識共有、事業者間連携の仕組みをつくることが重要。

○専門的人材の確保・養成、地域の体制づくり

・多機能拠点にリーダーシップをとってほしい。

○グループホーム

・重度の方の定員を増やす検討をしてほしい。

・中・軽度対象で利用期限なしの居室は不要。

○短期入所

・医療的ケア児の受け入れをしてほしい。事前予約制で良いので。



議題３資料 平成 30 年度第 2 回地域生活支援部会で出た主な意見

（雇用・就労に関して、就労系サービス事業者側が感じる現状の課題）

・利用者の高齢化

・作業スペースが不足している

・飲食業のみの運営のため、利用者によっては必要なスキルが高すぎて難しい

・一般就労に移行できる人はすでに移行しており、現在は企業の障がい者募集があっても人

がいない状況

・就労移行の利用者が減少 → 閉鎖に至った

・（就労訓練のための）作業がない

・（就労訓練のための）作業が余っている


