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平成30年度第４回浦安市自立支援協議会地域生活支援部会 議事録

○「障がい」の表記について

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

（例）障がい者福祉センター、身体障がい者福祉センター など

○委員名の表記について

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

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

１．開催日時 平成31年２月14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法人かぷあ、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）浦安市地域生活支援拠点について

（２）住まいの場について

（３）雇用・就労支援の推進について

（４）浦安市の障がい者福祉計画 平成２９年度の実績報告

（５）平成３１年度以降の地域生活支援部会について

（６）その他

５．資料

（１）議題１資料１ （仮称）東野地区複合福祉施設の概要

（２）議題１資料２ 浦安市における地域生活支援拠点の検討状況 ver.３

（３）議題２資料 グループホームや将来の暮らし方について考えておくこと

（４）議題３資料 平成30年度第２回・第３回地域生活支援部会で出た主な意見
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（５）議題４資料１ 平成30～32年度障がい者福祉計画（抜粋）

（６）議題４資料２ 障がい者福祉計画（平成29年度）実績

平成28年度までの進捗状況がＣ評価だった事業について

（７）議題５資料 平成29年度・30年度 自立支援協議会及び部会での議題一覧
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６．議事

事務局：ただいまより、平成30年度第４回浦安市自立支援協議会地域生活支援部会を開催いたします。

会議を開催する前に、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。

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。

それでは、議題１（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、先週の合同

部会において説明がなされております。また、社会福祉法人りべるたすの伊藤理事長からは、医療的ケ

アの方々が多く入居されるグループホームの運営などについての講演をいただいたところです。これら

を含めて、皆様の感想や意見交換などをできればと思います。

まずは、先日の合同部会の内容や、りべるたすの講演内容について、事務局から簡単に説明をお願い

します。

事務局：議題１資料１と、議題１資料２をごらんいただければと思います。

先日の２月７日に行われた合同部会では、冒頭に、障がい事業課長から、同じ資料を使って、現在、

整備が始まっております（仮称）東野地区複合福祉施設の概要と、浦安市における地域生活支援拠点の

検討状況について報告をしました。

本日ご参加の地域生活支援部会の委員の皆様のうち、２月７日の合同部会にご参加の方、ご参加でき

なかった方、ちょうど半々ぐらいなので、改めて資料は一通り説明しますが、この後の議事もあります

ので、さっとさらっていきたいと思います。

まず、議題１資料１（仮称）東野地区複合福祉施設の概要です。

これまで、１年間かけて地域生活支援拠点をお話ししていく中で、東野に建つ建物と、地域生活支援

拠点のことが、言葉として伝えると、そもそも何を言っているんだろうかという疑問があるよというお

声をいただいたり、拠点、拠点というけど、拠点は何なのか、場所なのか、仕組みなのか、何なのかと、

そういったお声もいただいたこともありまして、今回、いわゆる箱物として東野に建つ建物の内容と、

仕組みとしての地域生活支援拠点の内容をきちんと資料として分けました。
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まず、議題１資料１の、いわゆる箱物の概要をお伝えします。

そもそも何で東野に建物を建てるのか、経緯と目的で書いておりますが、もともと市役所の周辺とか、

東野の地区の一部というのは、市の行政・文化・福祉の中心となる「シビックセンター地区」として位

置づけており、公共施設を配置してまいりました。皆様ご存じのとおり、Ｕセンター、総合福祉センタ

ー、障がい者福祉センター、ソーシャルサポートセンターと、あの地区一帯、福祉ゾーンとして整備を

進めてきたところなんですが、この福祉関連施設を集中的に配置するという、福祉ゾーンにおいて、今

回、総合支援法の改正だとか、国からの地域生活支援拠点、仕組みの整備を求められる中で、軸に建物

を建てようということで進めたのが、東野地区に建物を建てますという話の前段になります。

一体どんな機能が入るのかは、２整備する機能に書いておりますが、まず建物が２棟建て。通所棟と

居住棟になります。

通所棟は、１階には現在、総合福祉センターに配置されている身体障がい者福祉センターが移転して

きます。

２階は、新規に多機能事業として、生活介護・就労継続Ｂ型が入ります。ここは、公募によって、社

会福祉法人佑啓会さんが行うことが決まっております。

３階は、地域活動支援センターⅠ型が入ります。Ⅰ型というのは、相談機能も合わせ持たなくてはい

けないということから、指定特定相談、一般相談、障害児相談支援も行われる予定です。こちらについ

ては、平成31年度中に受託法人を公募する予定です。

４階は、工事を進めているすぐ隣で行っている、ソーシャルサポートセンターが引っ越しをしてきま

す。

また、１、２、３、４階共通で、現在、総合福祉センターで皆さん福祉の関係の団体とか、地域住民

の方に使っていただける地域福祉センター機能として、会議室、調理室等の貸し出しをしておりますが、

その機能が１から４階に入ることになります。これが通所棟の中身です。

居住棟は、入るものは全部新規の機能になります。

１階に、健康こども部の事業として、子育て短期支援事業所が入ります。これは、お子さんのショー

トステイとか、夜の遅い時間までのトワイライトステイ預かりを行う事業になります。あとは、その機

能を生かして、放課後等デイサービスも行われます。

また、１、２、３階で障がい者のグループホーム、短期入所が行われます。ここは全て公募によって

社会福祉法人佑啓会が行うことが決まっております。

これらが今、平成32年４月に建物を建てることを目指して現在、進めているものです。

３、この建物に入るグループホームの概要です。もう既にお伝えしていますが、18名定員で、６名掛

ける３ユニットということで考えております。

そして、公募をする時点でも条件としております、障がい支援区分４以上の方を３分の１以上、つま

り６人以上お願いしますということで、お願いされているグループホームになります。

契約期間を一緒にご確認いただきたいんですが、ここも１年間で各部会、自立支援協議会でご意見を
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いただいたところになりますが、東野地区にできるグループホームについては、ここを通過して地域に

皆さん移行していってほしい、一人暮らしでもできる方は移行していってほしいという願いも込めて、

１年更新の地域移行型のグループホームということにします。

１年更新とは、毎年度、他の資源へ出ていくことができるかとか、一人暮らしの能力が備わったかと

いうところを、利用者と法人できちんと向き合って面接をする中で、もう１年、次も更新するかしない

かというところを確認し合うという内容です。やみくもに１年たったら出ていってくださいとか、そう

いったことではありませんが、必ず毎年毎年その確認を行っていきますよということを言っています。

これで一応、地域移行型のグループホームという位置づけとさせていただきたいと思います。

４は入居者選定方法として、こちらのグループホームもそうですが、市のグループホームの整備補助

金という補助金事業がありまして、この整備の補助金を活用して、グループホームを整備されたお部屋

と、東野にできるグループホームについては、選定委員会という調整をかけて、入居者の方を選定して

いきます。

ここについては、選定の流れのとおりになるんですが、詳細については、一番ここが市民の皆さん、

事業所の皆さんも気になるところではあると思いますので、来年度なるべく早い段階で、予定としては

５月とか６月ぐらいまでをめどに、説明会を設けて、きちんとここへの申請フローは説明していきたい

と思っています。

こちらが箱としての、東野地区に建つ建物の概要の資料になります。

続いて、議題１資料２、地域生活支援拠点の検討状況のバージョン３ということで、こちらに書かれ

ていることは、全て地域生活支援拠点を浦安がどう考えているかという検討状況になります。

スライド３、まず用語の確認ということで、共通認識をお願いしたいと思います。

我々が「地域生活支援拠点」という言葉を使うときは、障がい児・者の重度化や高齢化、親亡き後を

見据えて、相談、緊急時の受け入れ・対応、体験機会の場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づく

りといった仕組みを、地域の実情に応じた創意工夫によって、整理してくださいねという国からの指針

がありまして、それに基づいて、整備を進めている仕組みのことをいいます。拠点といいますと、何だ

かビルとか建物のような場所のイメージがありますが、これは仕組みのことを指していると認識をして

いただきたいと思います。

もう一つの用語、スライド４です。「（仮称）東野地区複合福祉施設」。これは議題１資料１で説明

した、東野地区に建つ居住棟と通所棟の建物全体のことを指すときに、使わせていただいております。

（仮称）はいずれとれていきます。

続いて、スライド５。「多機能拠点」という言葉も、これまでも使わせてきてもらいましたし、これ

からも使わせていただくんですが、多機能拠点とは何かといいますと、東野地区複合福祉施設のうちの

居住棟の障がい者グループホームと短期入所の部分、ここを我々は多機能拠点といっています。これは

何かといいますと、地域生活支援拠点、仕組みの機能の一部を集約した、東野複合福祉施設の居住棟の

グループホームと短期入所部分ということで、これから先、地域生活支援拠点とか、多機能拠点とか、



6

（仮称）東野地区複合福祉施設という言葉を使っていくときは、そういう整理で言っているということ

で、ご理解いただければなと思います。

スライド６、これは浦安市が目指す地域生活支援拠点の概要で、国、厚労省が地域生活支援拠点の好

事例集といって、全国の各自治体の地域生活支援拠点の整備の好事例をいろいろ、集めた資料をアップ

しています。そこに出ているイメージ図ですが、整備手法として、１つ目が多機能拠点整備型といって、

比較的力のある法人さんを中心に、入所施設とかがあるような地域では、そういうところで、ワンスト

ップで相談から緊急対応まで受け付けて、受け付けた後の出口の支援というところで、地域の協力も受

けながらというところが、多機能拠点整備型の傾向・特徴として言われています。

２つ目、面的整備型。これは既存の資源を活用しようという手法なんですが、相談機能の活用、浦安

でいうと、もう基幹相談支援センターがありますので、そういった相談機能の活用。あとは、それぞれ

の事業所さんにいろんな強みがありますので、そういった専門性を持つ事業所間の連携とか、地域の資

源を有効に活用して面的に整備していこうというのが面的整備型。

浦安としては、この２つの整備手法を合わせて、併用整備型という形で進めたいということを、これ

まで説明してまいりました。これまでは混合型という言い方で資料など使っておりましたが、国の好事

例集を見ますと、併用整備型という言葉が使われていますので、国の表現と統一するということで、併

用整備型と表現させていただきたいと思います。

続いて、スライド７。浦安が目指す地域生活支援拠点の概要としては、併用整備型でやりますよとい

うところがありまして、多機能拠点整備の部分というのは、どんなことが行われるのかというと、概要

としては、これまで説明してきた、緊急時のご自宅への駆けつけの機能としての「安心かけつけ」。こ

れは市単独事業になります。

続いて、ショートステイの１床確保、これが「お助けショートステイ」。あと、体験の場の提供とい

うことで、グループホーム１床確保、「お試しグループホーム」。これまでも説明してきた内容です。

こちらを多機能拠点の中でやりますよということをいっています。

面的整備としては、何がいえるかといいますと、多機能拠点と既存の基幹相談支援センターを中心と

した各相談支援事業所等が連携を図って、課題を抱える障がいのある方、ご家庭に対して、相談から危

機介入、その後の再発防止や課題解消までを切れ目のない支援を実施します。

あとは、多機能拠点、運営を担う佑啓会の強みである強度行動障がいや自閉症の方への支援の実践例

を蓄積していくことで、地域の事業所の皆さんの支援力の強化とか、地域におけるそういった方の受け

皿の確保というのにつなげていきたい。これが面的整備として考えている部分になります。

それぞれの機能の具体的な内容は、割愛させていただきたいと思います。

スライド11、浦安が目指す地域生活支援拠点のイメージ図です。図が変わったなというところがあり

ます。何かといいますと、基幹相談支援センターと多機能拠点を中心に据え置いて、両方並べました。

つまり、浦安が目指す多機能拠点整備型と面的整備型、進めていくに当たっては、既存の相談機能の中

核である基幹相談支援センターと、今回箱として建つ中のグループホームとショートステイ部分の多機
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能機能拠点、ここがきちんと車の両輪となってしっかり進めていきたいということで、こういったイメ

ージ図に変更しました。

面的整備というところでは、それぞれのサービス事業所とか、各相談支援事業所、もちろん、我々行

政もそうですし、短期入所事業所、グループホーム事業所、在宅での生活の方々、ヘルパーさんたち、

皆さんがつながる中で、地域の事例とか取り組みの実践例を、一番下、自立支援協議会とありますが、

地域の体制づくりとして、ここに集約をしていき、地域の課題を解消していきたい。障がいのある方の

生活を支える仕組みを構築していきたいと考えております。

最後に、課題・方針として３点挙げさせていただいております。

１点目は、面的整備の資源不足。短期入所やグループホームが少なくて、どんなに多機能拠点で緊急

で受け入れたとしても、その後の出口の支援で、資源不足が否めない。もう一つは、地域での安定した

安心した生活につながるためには、地域移行、地域定着といった相談の仕組みを担える事業所が不足し

ている。現状、地域移行、地域定着ができる事業所はソーシャルサポートセンターと基幹相談支援セン

ターのみです。この辺にもうちょっと厚みを持たせていきたい。

２点目、医療的ケアに対応できる短期入所、グループホームの整備が課題です。そのため、２月７日

にりべるたすの伊藤理事長をお招きして、みんなで聞いたという流れになっています。

３点目が、事業所間の連携の仕組み。面的整備を円滑に進めるために、サービス事業所同士の連携の

仕組みというのが、あるようで実はないというのが浦安なんですね。自然発生的に横でつながって、連

携をするには、こういった仕組みが必要ではないのかなというのが今感じている課題であります。こう

いったところで、今回最新版として、地域生活支援拠点の検討状況を報告しました。

りべるたすの伊藤理事長からどんなお話があったのか、資料でご用意しております。「医療的ケアを

必要とする方の地域生活を支える仕組み～社会福祉法人りべるたすの実践～」ということでお話をして

いただきました。

伊藤理事長はもともと難病の方を受け入れる病院で勤務されていて、その中で８歳から38歳まで、30

年間病院で過ごす患者さんとの出会いで、果たして病院で人生の80％の期間を過ごすというのはどうな

んだろうという疑問を感じたことで、この患者さんが病院から出て、地域で暮らしていただくために、

一念発起されてスタートをさせたというエピソードを教えていただきました。

中にはどんなことが書いてあるかというと、例えば平成24年度から、介護職等が医療的ケア、具体的

には喀たん吸引だとか、胃ろう、腸ろう、経管栄養ができるようになりました、この辺も仕組み化され

る前は、介護職がやってはいいのか、やってはいけないのかというぎりぎりのところで、グレーな部分

で携わられていたというようなお話がありました。

また、現在りべるたすでは、人材育成にも力を入れていて、研修を実施できる法人さんなんですが、

もう基本研修の修了者1,000人を超えたということです。そうすると何が起きるかというと、あの人研

修受講者だとぱっと浮かぶので、伊藤さんは相談支援をやられているんですが、Ａさんの日常を組み立

てるときに、あのヘルパーさん研修受講したなというので、どうだろうかできないだろうかというよう
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な打診が非常にしやすいといった実務的なお話がありました。

あとは、難病コミュニケーションというところも非常に大事にされていて、ＩＣＴのいろいろな機器

を活用することで、お体動かすことが難しい方でも、繊細な感覚の中でお仕事をされたり、コミュニケ

ーションをとることもできますといったお話もありました。

そして、今回の話の一番のところですが、じゃ、暮らしってどうするのというところでは、りべるた

すはグループホームでの暮らしを実践しています。現在の総合支援法上では、区分４以上の方、特例で

グループホームにいながらヘルパーさんの併給が可能ということがいわれています。時限措置ではあり

ますが、現状できます。そういった仕組みを活用して、グループホームに住まいながら、昼間は昼間の

サービスを活用し、そして朝とか夕方、夜間のケアを、地域のヘルパーさんたちに入っていただいて、

生活をつくっているといったお話がありました。お１人の方を支えるのに、複数事業所が実際に入って

回しているということで、その合間に訪看さんが来たりだとか、訪問診療の先生が来たりだとか、医療

とも連携しながらやられているということでした。

次の課題では、仕事かなということを理事長さん、おっしゃっていまして、難病の医療的ケアが必要

な方、重度の身体障がいの方たちも働きたいということ、働く場が次の課題とおっしゃっておりました。

和洋女子大学、伊藤理事長のお話とか合同部会について、補足していただけるとうれしいです。

事務局からは以上です。

和洋女子大学：今の説明で完璧ですが、恐らく区分４以上のグループホームの特例というのを、初めて聞くと

いう人も多いのかなと思います。ちなみにどうですかね。説明できるという方いますか。社会福祉法人

市川レンコンの会ぐらいじゃないかとは思うんですが。これについて、簡単に説明を加えておきたいと

思います。

まず、グループホームですが、基本的には外部のヘルパーを入れてはいけないということになってい

ます。グループホームを運営する法人の世話人さんと、支援員さんでやってくださいということになっ

ています。

外部ヘルパー利用型というのも類型の中にはあるんですが、これも基本的には外部ヘルパーさんを、

委託契約を結んで自法人の職員の一部として入れてもいいよということで、どちらかというと軽度の知

的障がい等の方に対応したものでして、重度の、24時間に近いようなヘルパーを滞在させるというつく

りにはなっておりません。

これまでケアホームと整理されていた介護サービス包括型ですが、こちらのほうがむしろ支援員さん

をしっかり入れてくださいということで、重度に対応してきたものですが、日中は、基本的には通所あ

るいは就労ということで、日中はいないよという想定のもとに、グループホームというのが運営されて

いました。

新たな報酬改定で、日中サービス支援型というのが平成30年度から始まっております。これに関して

は、より重度なグループホームの利用者さん、要するに、日中働きに出るとか、毎日通所をするという

のが難しい方もいらっしゃる。そういう、当初は想定されていなかったような重度の方々まで、グルー
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プホームを利用なさっているということがわかってきて、日中もグループホームの中で活動していいで

すよと。その分、報酬をつけるので、支援員さん日中もいて介護をしてくださいと。そういった類型の

ものが、より重度の方がグループホームを利用しやすいようにということで、報酬が改定されたという

のが今年度です。

ただし、ＡＬＳとか、筋ジストロフィーとか、そういう24時間つききりの介護ですね。喀たん吸引な

どを行って、付き添わなきゃいけないような方々に関しては、この日中サービス支援型であっても、ま

だ厳しいという状況がございます。この場合、ほとんどＡＬＳとか筋ジスとか全身性の麻痺の方が対象

になっているんですが、外部サービス、外部ヘルパーを入れていいですよということになっています。

ほぼ24時間付き添うというようなことですので、当然りべるたすも、自分の法人だけではヘルパーさん

を賄い切れず、他の事業所のヘルパーさんたちを、自法人でまた研修機関もやって、喀たん吸引等研修

を受けていただいて、その上で外部ヘルパーとして入っていただこうという体制を、この五、六年かけ

てつくってきたということを発表、講演されていたわけです。

なので、この区分４以上の特例、４以上ということにはなっていますが、ほとんど区分６の方ですね。

ＡＬＳや筋ジスなどの喀たん吸引等必要な方というのが、主な対象とご理解いただけるといいいかなと

思います。

区分４以上の特例、おわかりになりましたでしょうか。時限措置になっておりまして、平成32年度末

までということには一応なってございます。ただ、これに関しては延長、延長でずっと毎回報酬改定の

たびに、これどうしようか、まだ続けないといけないよねということで延長してきたという経緯があっ

て、32年度末もどうなるかということはわからないですが、ただ厚生労働省としては、この日中サービ

ス支援型をつくったということがあるので、その効果を見たいということで、研究事業等もやりつつ、

残すのか、あるいはもう少し報酬改定を含めて日中サービス支援型に含ませていくのか、そういったこ

とが今後検討されるんだろうと思っております。

補足としては以上でございます。

リーダー：和洋女子大学、ありがとうございました。

それでは、ここから委員の方の感想などを含めて意見交換したいと思います。

和洋女子大学：その前に、先ほどの事務局の説明に対して質問してもよろしいですか。

すみません。皆さんの感想をいただく前に用語の整理等々を含めて確認をさせていただければと思い

ます。議題１資料２、用語の確認の多機能拠点のところですが、多機能拠点は「居住棟のグループホー

ム、短期入所部分を指します」となっております。一方で、同じ佑啓会が運営される左側の多機能事業

（生活介護・就労継続Ｂ型）というのがあるんですが、多機能の中に体験型の通所みたいなものも入っ

ていたかなとは思うんですが、その辺を含めて左側の部分というのは一切入らないのかなというのが気

になったんですが。

事務局：通所棟の部分については、我々が考える地域生活支援拠点の仕組みの中には入れずに考えております。

先ほど概要というところで安心かけつけ、お助けショートステイ、お試しグループホームという説明を
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しましたが、基本的にはそこの機能が入るのはこの居住棟のほうですよ、グループホーム、ショートス

テイ部分ですよということでお伝えしておりまして、通所の部分も体験の利用というところは当然にあ

るものではありますが、あえてこの整理としては地域生活支援拠点の仕組みから外しております。

和洋女子大学：わかりました。要するに面的整備の一つとしてということですね。その辺はわかりやすくつけ

加えておいたほうがいいのかなと思いました。

あと、就労Ｂというのも入るんですよね。

事務局：はい。実は、これまでの資料上は生活介護だけだったと思うんですが、これは佑啓会からもご提案も

あった部分ではありますが、ここはパン工房が入ります。パンを焼く機器等が入ってパンをやるんです

が、お仕事の中に生活介護類型では難しい部分のお仕事も出てくるだろうということで、少しでもその

部分を利用者さんに担っていただきたいという考えからすると、Ｂ型をいっぱいということではなくて、

最小の人数で定員をとりたいということで、多機能ということで今回やっていただくことになっていま

す。

基本的には、市の考えとしては今後の卒業生の受け皿としての生活介護事業所の整備という位置づけ

ではありますので、基本で言えば生活介護事業です。なので、お話をこれまでにさせてもらったからあ

れですが、当初は定員20人でスタートする予定ですが、卒業生の数にあわせてもっと30、40、50、60ぐ

らいまでいけるキャパシティはありますので、その割合では圧倒的に生活介護の人数を多くとっていた

だくという予定でおります。

和洋女子大学：浦安市内にパンというのは余りないんですか。

事務局：製パンはないですね。

和洋女子大学：なるほど。わかりました。

あと、確認ですが、お助けショートステイ、お試しグループホームという名前の通称がついてはいる

んですが、この２つに関しては市の独自事業ということではなくて、いわゆる障がい福祉サービスの報

酬で対応していくという考え方でよろしいんですか。

事務局：基本的には報酬で対応です。ただ、細かい具体的な内容にも書いていますが、例えばショートステイ

は支給決定を受けていない方がお泊まりするということは容易に想定ができますので、そこを排除する

ものではありませんので、原則は支給決定を受けている方で、グループホームであれば支給決定を受け

て、体験利用として使っていただく想定ではありますが、ショートステイのほうは支給決定を受けてい

ない方も想定はしています。なので、市の独自部分というのも少しは入ってくるというような考え方に

なりますかね。

和洋女子大学：ありがとうございます。

それと、地域活動支援センターⅠ型を併設するところがありましたよね。Ⅰ型となると、そこにも書

いてあるように精神保健福祉士（ＰＳＷ）などを雇っているというか入れて、精神障がいへの専門的な

相談支援を受けられるような形にしつつ計画・一般相談を受ける。要するに委託の相談支援が１個ここ

に増えるという形なんですか。
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事務局：県にも確認をしているんですが、地域活動支援センターⅠ型については委託相談を行っていなくては

ならない要件なんです。なので、この地活Ⅰ型については相談事業所というのも併設しつつ、そこの相

談支援事業所に対して市としては委託相談をお願いする、そうしないと地活Ⅰ型が成立しませんので、

お願いをする予定です。

和洋女子大学：そうなると、同じ建物内にある委託の相談が１個新たにできるということですから、ここにつ

いての相談機能というところが特に地活のⅠ型なので、精神に特化した相談ができるのかなと期待をす

るところですが、ここと拠点機能との関係性あるいは基幹相談支援センターとの密接な連携というとこ

ろも想定されていると考えてよろしいんですか。

事務局：今回イメージ図でも出させていただいたとおり、これは面的整備の手法というところで、既存の基幹

相談支援センターの活用ということで地域生活支援拠点、つまり仕組みの相談を一義的に担うのは基幹

相談支援センターと市では考えています。当然おっしゃるとおり、Ⅰ型については精神障がいの方は確

かに想定するところではありますので、地域生活支援拠点の仕組みとしての相談機能の位置づけは基幹

相談ということで市では想定しています。

和洋女子大学：そうなんですが、新たに委託がもう一個できるということで、特に精神というところは書き込

んでおいたほうがわかりやすいのかなと。

事務局：はい、わかりました。

和洋女子大学：最後のページ、丸の２つ目で医療的ケアのところ、本文で「医療的ケアを必要とする人に対し

て支援ができる看護師等の人材不足が課題」ということを書いてあるんですが、看護師は医療的ケアが

できるので、対応できる「介護職員等の人材不足」じゃないんですかね。

事務局：そうですね。「介護職等」と書いてもよかったのと、あともう一つは夜間、泊まりのところを担う看

護師さんが実情いないというところもニュアンスとしてはあったんですね。なので、書き直します。

和洋女子大学：だから、そこは看護師に関する人材不足ということではなくて、協力してくれる看護師等との

連携について課題ということなのかなと思うので、よろしくお願いします。

以上です。

リーダー：ありがとうございました。

それでは、事務局と和洋女子大学のお話でご意見やご質問などありましたら、挙手でお願いします。

社会福祉法人敬心福祉会、お願いします。

社会福祉法人敬心福祉会：私は当日参加させていただいて、当日に感想を言わずにここでというのもあれなん

ですが、感想と意見を言わせていただければと思いますが、りべるたすの伊藤さんの話を聞かせていた

だいて、ここの何名かの方と一緒に見学にも行ったんですが、話の中で特に感じたのが伊藤さんのパワ

ーで、伊藤さん１人でやっているわけではないというところ、和洋女子大学からも話があったように、

重度の方で外部からヘルパーさんを入れることができるんだけれども、仕組みがあるから、じゃあすぐ

に入ってもらえるかというとそんなことはなくて、調整が必要で、居宅のサービスをやっているところ

は、そこはそこで忙しくて、人手がいなくて、でも、入っていただく必要があるので、頼み込んでとい



12

う言葉を使っていたかなと思うんですが、いろんなところに頼み込んで、頭を下げていろんなところの

サービスを入れて、組み合わせてやっているというところが印象に残っていて、伊藤さんのバイタリテ

ィーというのは自分でやるぞというだけじゃなくて、仲間を集めて仲間とやるというところがすごいな、

すばらしいなと思って、資料の最後のページに「大切にしていること」で、「法人を越えて、人もＩＣ

Ｔもフル活用して地域生活を守る、それにはコーディネート力が命」というふうに書いてあるんですが、

まさにここなんだろうなと。皆さん気持ちはあっても、ここが難しいところなんだろうなと思うので、

無理やりつなげているみたいですが、地域生活支援拠点の資料の最後のところで課題となっているとこ

ろに、事業所間の連携の仕組みが今後必要になってくるんじゃないかとあったんですが、まさにここな

んだろうなと。

伊藤さんがバイタリティーで、１人でやられた部分を、連携がうまくいけばいくほど、その力が軽く

なる気がしたので、こういう協議会も含めて、それぞれの立場の理解とか実際の現状というのを把握し

ながら連携を強めていって、一つの施設の一部分だけに乗っかるのではなくて、みんなが協力してやっ

ていくということが必要なんだろうなと思いました。

すみません、今は言葉だけですが、やっていきたいと思いますので、今後もよろしくお願いします。

リーダー：ありがとうございます。

ほかに何か。

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：私も合同部会には参加させていただいています。あのときは時間が押して、

ものすごい早口でしゃべったので、伝わるものも伝わっていなかったんじゃないかなと思いますので、

一度聞いたよという方もいらっしゃると思うんですが。

先ほど社会福祉法人敬心福祉会がおっしゃった事業所間の連携の仕組みは、拠点という中の相談機能

という部分もそうですが、これを含めてですが、基幹相談支援センターの役割だったり、基幹だけでや

りなさいよということではなくて、基幹相談支援センターがいろいろコーディネート力を持ってやって

いくことが大事じゃないかなというところですかね。基幹相談支援センターでケースワークもやってい

る、コーディネーターとしても動いていらっしゃる中でコーディネートをどうやって、それこそ伊藤理

事長がおっしゃったようにお願いをしてやっていくというところが求められて、やっていらっしゃると

は思うんですが、これ以上に求められていくことかなというのが今、社会福祉法人敬心福祉会のご発言

で思ったことでもあります。

合同部会でもお話ししましたが、まず１点、拠点については事務局から最後のページの課題と方針で、

面的整備の部分をどうやって整備していくんだろうという部分は近々の課題かなというところで、例え

ば合同部会のときは他市のショートも使っては、みたいな話もあったんですが、他市町村のショートに

関しては、そこの市町村の面的整備になっている可能性もあるので、よろしくねと言ってもなかなかと

いうことがそもそもあって、ショートステイに空きがないというところも含めて、浦安市の中で面的整

備を進めていく中で、市内のサービスが立ちやすくする必要があるんじゃないのかなと思っているとこ
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ろでして、それは何でしょうというグループホームの拠点のグループホームを出た後のグループホーム、

次の面的整備を含んだグループホームというところもそうなんですが、そこのグループホームとかショ

ートステイが開きやすくするようにしていく必要があるんじゃないのかなというところで、浦安市には

いろんなメリットがあるんですが、一つに財政というところが非常に、私も市川市とかほかの市町村に

も行ったりはするんですが、圧倒的に浦安市のメリットは財政が潤沢というところで、これは委員の一

人としてのお願いですが、グループホームが建つというところ、ショートステイを建てるというと、今

でも市単独の補助金はあるんですが、その拠点の後の補助金、建ちやすい補助金、受け入れたときに

「いやいや、うちはそんな急に言われても困ります」という事業者さんも多分出てくるとは思うので、

それに対してぱっと思いつくのは、財政的にケアしてあげるというところは非常に必要なんじゃないの

かなというところが拠点で思ったところの１点です。

拠点の話とはずれるんですが、伊藤さんの講演の中で、喀たん吸引の話をされていて、喀たん吸引の

ヘルパーさんを養成するときに、どれぐらい喀たん吸引をしてほしい人たちがいるのかというニーズが

事業所と本人で乖離をしている部分があったというところですね。そこを合わせることが重要だと伊藤

理事長はおっしゃっていたんですが、グループホームもそうではあると思っていて、私はグループホー

ムの開設相談とかも受けているんですが、例えば浦安市内でグループホームを立ち上げたい、増設した

いとかいろいろなご相談がある中で、事業者さんは、みんなよくわからないから増やしていいものかど

うなのか、増やしたところで埋まらなければ意味がないよね、赤字になっちゃうよねというところで二

の足を踏んでいるという事業者さんも何個か聞いたことがありまして、なので、グループホームのニー

ズに関する調査みたいなものを恐らく平成27年度、名前を出して恐縮なんですが、きらりあの利用者さ

んで障がい事業課がやった調査があったと思うんですが、ああいうことを大々的にやっても、手帳所持

者に対して一体どこまで広げるかわからないんですが、調査をかけていって、じゃあどんなグループホ

ームが必要なのかというところは調査していってもいいんじゃないのかなと思いました。

あと、連携については伊藤理事長も医療と福祉では専門性が違うので、意見交換とか会議を具体的に

やっていますよというお話があったんですが、これも拠点と一緒で連携をしていく、障がいの種別が違

うとか医療が入ってきたりとか、あと高齢者の介護が入ってきたり児童とかもいろいろ出てくると思う

ので、そこは結構縦割りになっちゃっている部分があるので、連携をしていく必要があるのかなという

ところと、あとは和洋女子大学と社会福祉法人敬心福祉会の補足になるんですが、グループホームは組

み合わせが可能なんですという伊藤理事長のお話があって、それこそグループホームの中に特例でヘル

パーが入れられたりするお話もそのときにはされていたんですが、これは伊藤理事長は医療的ケアの方

とか難病の方をそういうふうに支援しているという話だったんですが、これは実は強度行動障がいの方

とかにも区分６の方は当然いらっしゃる中で、拠点の中の佑啓会さんがうちで全部やるよということは

難しいのであれば、そういうヘルパーさんが入れたりということをしていってもいいんじゃないのかな

と思っています。

それは特例のヘルパーだけじゃなくて、例えば社会福祉協議会の金銭管理かもしれないし、訪問看護
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かもしれないし、訪問指導かもしれないというところで、拠点の多機能は佑啓会さんがやるということ

で配慮もしてねというのではなくて、浦安のいろんなサービスの事業者さんを含めて、伊藤さんの言葉

を借りればみんながちょっとずつ頑張るというところが必要なんじゃないのかなというのが拠点事業な

んだろうという感想をあのときに持ちました。

あと、ごめんなさい。さっき特例でヘルパーと外部で委託のヘルパーを入れることがあるよという話

が和洋女子大学からあったと思うんですが、これちょっとわかりにくいですよね。グループホームは、

管理者は別として世話人と生活支援員さんが直接利用者の方の支援をするんですが、先ほどから特例ヘ

ルパーだとか、りべるたすの伊藤さんは区分４の人をそうやって受けているみたいなお話というのは、

世話人さん、生活支援員さんのほかにヘルパーさんが入るというイメージですかね。これが特例のヘル

パーということです。

先ほど和洋女子大学が冒頭でおっしゃった外部サービス利用型というのは、世話人さんがいて、生活

支援員さんが介護包括利用型といういわゆるケアホームとかと言っている形態というのは、世話人さん

と生活員さんが支えるということなんですが、外部サービス利用型については生活支援員さんはグルー

プホームの法人から出さない。そのかわりほかの外部のヘルパー事業所として契約して、そこから委託

して生活支援員さんのかわりにヘルパーさんが来るみたいなイメージなので、支援の厚さとしてはもち

ろん特例の区分４以上の居宅が入るという方が厚くなるというような形になるかなと思いまして、補足

もさせてもらいました。

以上です。

リーダー：和洋女子大学、どうぞ。

和洋女子大学：社会福祉法人市川レンコンの会も当然ご存じなんですが、ちょっと補足をさせていただきます

と、りべるたすの取り組みというのは、難病の身体障がいの方に限らず、強度行動障がいの方も受け入

れております。法を犯した方なんかは特にどこも受け手がないんですよね。その方々が留置場に入って

いると、これから裁判だというところからかかわっていって、鑑別入院を経てようやくグループホーム

に戻ってきたところでございます。この仕組みというのは何も喀たん吸引などがあって、ヘルパーがそ

ういうことでたくさん入らなきゃいけないという人だけではなくて、強度行動障がいの方に対しても有

効な仕組みと考えております。そのかわり難病を中心としてきたりべるたすとしては、強度行動障がい

のことが十分にまだ熟知していない中で、いろんな方々と協力をしていただきながら、そういった方々

も受け入れていると。りべるたすの理念として、なるべく断らないというところですね。地域で生活を

していく上での自分たちが拠点になるんだと。医療は抱え込まない、福祉は断らないという言葉がある

わけですが、それを本当に実践しようという理念の中で、その理念に賛同していただける方を増やして

いった、仲間を増やしていったというところがあるのかなとつけ加えさせていただければと思います。

リーダー：ありがとうございました。

ほかにご意見ある方はいらっしゃいますでしょうか。

いちょうの会、どうぞ。
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いちょうの会：私どもは相談を持っていく側なんですね。なので、まず基幹相談センターのところへ伺って、

あとはそちらの指示に従えばよろしいんでしょうか。そういうことが親としてわからなくなるので。

事務局：おっしゃるとおりで、基幹相談支援センターは全ての障がいのある方、かかわる方たちの相談の入り

口になると考えていただいてよろしいので、基幹相談支援センターはもし困っている方がいらっしゃっ

たらお伝えいただいてよろしいです。もう民間の別の相談事業所さんがついていて、なじみの計画相談

のケアマネさんがついている方というのは、もちろん当然にそのままそれぞれのケアマネさんにご相談

を継続するのでもよろしいですし、初めての方とか、今のケアマネさんとの間で何か困られているとい

うのがあれば基幹相談というのはつながっていっていいところです。

いちょうの会：ありがとうございました。

リーダー：ほかにご意見、ご質問等ある方はいらっしゃいますでしょうか。

私から１つ質問してもいいですか。多機能拠点のショートステイとかグループホームのところに医療

的ケアの方とかは対象とした設備というのは考えられている予定なんでしょうか。

事務局：今回、合同部会でりべるたすの伊藤理事長をお招きして、こういった特例の仕組みを使ってやってい

らっしゃる実践というのをお聞きしたら、浦安も制度上その仕組みがある以上は拒むことではないと思

っていますので、これから平成32年４月以降、こちらの施設がオープンしていく中でここに入りたいと

いったお話、あと、先ほどの入居までの流れとかというのもありましたが、そういったものの中でお話

をお聞きしながら、場合によっては医療的ケアのその方のご相談が入ってくれば個々に対応をしていく

ことになると思います。

設備的なところは図面上、前もお知らせしているかと思いますが、一番端のお部屋というのが特別室

ということで、中にトイレ、お手洗いもついていて、広めのつくりになっています。例えば車椅子がそ

のまま入りやすいとか、トイレ介助ができやすいとかというところで、必ずしも身体的な障がいの方だ

けを意識したお部屋というわけではないんですが、そういったお部屋もそれぞれ一番端のお部屋には用

意しておりますので、設備というのはそういったところになります。そのほかの具体的なこういう機器

を入れてというところは、具体的にはまだそこまでということになります。

リーダー：ありがとうございました。

それでは、次の議題２に進んでいきたいと思います。

住まいの場について、これまでの部会におきましてグループホームに入居を考えた際に、どこにどの

ように問い合わせたらいいのか、どのような準備が必要なのかなどのご意見を多数お伺いしたところか

ら、社会福祉法人市川レンコンの会から資料をご用意いただいておりますので、説明をしていただけれ

ばと思います。よろしくお願いいたします。

社会福祉法人市川レンコンの会：議題２資料をごらんいただきながら、説明させていただきたいと思います。

先ほど事務局からあったように、まずグループホームをちょっとでも考えているということであれば、

浦安市役所の障がい福祉課にご相談の上で待機者リストに登録をしていただくような形になる。これは

窓口にもあるという形で大丈夫ですかね。どんなグループホームに入りたいかというよりは、漠然と、
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もちろん市役所の方の聞き取りもあるとは思うので、とりあえずグループホームに興味があるという方

は活用されていくというところがまず大前提なのかなと思っています。

それを踏まえてグループホームや将来の暮らし方について考えておくことということで、そもそも本

人の意思はどうですかというところです。例えばよくあるのは、本人はグループホームなんて入りたく

ないんだけれども、ご家族としてはグループホームじゃないと不安だから入りなさい、嫌です、みたい

なところもあるし、その逆もあると思うんです。グループホームはいいと思うけれども、一人暮らしで

きるんじゃないかみたいな。ご家庭でグループホームを含めて将来の暮らし方について話し合っている

かは確認しておく必要があるかと思います。発語、意思の表出が難しい方もいらっしゃると思うので、

最近叫ばれている意思形成支援という本人のいろんな思い、どんなに障がいが重くても僕は本人に意思

があると思っているので、そこをうまくどういう表現が伝えるかわからないですが、そこを拾ってあげ

て、本人の意思はどうなんだろうというところは大前提だと思います。

というのも、よくあるのが自分はグループホームじゃ暮らせないんだと思っていて、でも、しようが

ないからグループホームに入ったところで、逃げちゃったりというのもほかの圏域では聞いたことがあ

ります。なので、実は本人は嫌だったというところもあるとは思うんですが、それも踏まえて、体験を

していくということは非常に大事なことかと思います。イメージが湧かなかったり、暮らしてみて違っ

たとかということがあって、本入居してしまうと本人もここにずっといなきゃいけないんだみたいなと

ころがあるので、事業所さんも体験してだめだったねとか、違ったねということがあるので、体験とい

うことは非常に大事なので、拠点事業のところでもお試しグループホームというのがあったとは思うん

ですが、そういうところも生かしながらグループホームの生活をどう考えていくのかということをアセ

スメントしていく必要があると思います。

２個目の丸。障がい福祉サービス、グループホームを含めて基本的には手帳か自立支援医療の受給者

証が必要となります。例外はありますが、あれがないと福祉サービスが受けづらいというところがある

ので、ここは確認をしておいてください。あとはグループホームは何となく皆さん、一軒家で４人部屋

があって、キッチンがあって、お風呂があって、みんなで作ってご飯を食べるみたいなイメージだと思

うんですが、どれぐらい理解していますかというと偉そうなんですが、把握されていますかというとこ

ろをお伝えしたいです。住居のタイプは、一軒家のほかにもワンルームであったり２ＤＫがあったりし

ます。夜間に職員がいないグループホームもあるので、それをご本人は夜間なしでもいいでしょうか、

ありのほうがいいでしょうかというところも確認は必要かと思います。食事提供もはいろんな食事形態

があって、お弁当のホームもあったり、世話人さんが一から調理をするところもあったり、食材を取り

寄せてそれで一式料理をつくるみたいなホームもあるので、どういうのがいいでしょうねというところ

を考えておく必要はあると思います。

あとはグループホームの場所ですね。これは今住んでいる自宅の近さよりも、通所先、就労先とかの

近さとのほうがひょっとしたら優先されるのかもしれないと思っています。自宅の近くに住んでいて、

グループホームでも通所先まで１時間、２時間かかるのであれば、ちょっとこれはどうでしょうねとい
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うところはあると思います。

あと、一番中身で大事なところで、本人に必要な支援ということで、日常生活動作（ＡＤＬ）の面と

か、グループホームの方に困り事の相談、世話人さんとか、ここにもサービス管理責任者と言われる方

は何人かいらっしゃいますが、そういう形にどんなふうに相談に乗ってくれるんだとか、服薬に関する

支援はどこまで要るんだろうとか、金銭に関する支援はどこまで要るんだろうとか、人とのかかわり方

についてどんな人間関係調整が必要なんだろうかとか、寂しいからみんなで暮らしたいよみたいないろ

んなニーズやそれに対する支援があるので、グループホームについてそこのところは考えておく必要が

あるんだと思います。なので、「見て、知って、体験する」とありますが、まず見てみて、知ってみて、

できれば体験をするということも非常に大事になってくると思います。

次の丸にいきます。グループホームは基本的に日中活動の場があって、先ほど和洋女子大学がおっし

ゃったように日中サービス支援型はそうではないんですが、ほかのいわゆるグループホームというとこ

ろは基本的に日中活動の場が別に必要となります。どこに通いますかというところで、生活介護事業所

とかいわゆる作業所、職場だったり地域活動支援センターだったり、あとは精神科のデイケアだったり

もろもろあるんですが、ご本人がどこか通っているのであれば大丈夫なんですが、週３ぐらいは通って

くださいねみたいなルールというか、設定をしているホームさんが多いかなと思います。

次の丸にいきます。グループホームを含めた暮らしの相談ができる人はいますかということで、私、

グループホーム支援ワーカーは、グループホームを検討する場合は相談できる主たる支援者さんという

方と連動して動く形になります。なので、相談支援専門員とか、通所先の職員とか市役所の職員とか、

就労センターとか基幹相談支援センターとか病院のワーカーとか、この方々に相談をしてみてはどうで

すかというところから始めていくというのも大事かなと思っています。

あと大事なところは、グループホームとは万能なものではなくてメリットとデメリットがあって、暮

らし方の一つの選択肢にすぎませんというところで、メリットとしては入居者さんと世話人さんが馬が

合えば楽しいですね。グループホームによっては先ほども言いましたが、お弁当のホームとか、ないホ

ームとかもあるとか、バランスがとれた食事が出てきますとか、グループホームによっては夜間に人が

います、職員さんがいます。グループホームによっては掃除や洗濯の支援が受けられます。本人に任せ

ていますなんていうグループホームも中にはあったりしています。あとは、グループホームによっては

家庭的な雰囲気、町の中での普通の生活ができますが、町の中の普通の生活というのは、浦安市内で考

えればどこも町なので大丈夫なのかなと思いますが、職場が例えば印旛のほうにあるという方だと田舎

になっちゃうかもしれないということですかね。あとは、いわゆる入所施設とか宿泊型生活訓練施設よ

りは小規模で生活が送れる。あとは通所先が要るとさっき言いましたが、仲間がそこでできるかもしれ

ないということです。

デメリットに関しては、メリットの裏返しになります。入居時は楽しい職員、楽しい仲間がいたんで

すけが、メンバーが変わります。入居者が入れかわることもありますし、職員の異動もありますので、

そうなるとその担保はできませんということです。あとは他人と暮らすので、よくも悪くも煩わしいと
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いうところは、我々も普通に他人と暮らしたらどうかなとは思うんですが、これは障がいのある方もそ

うかと思います。あとは、他人同士が暮らすので、ルールはある程度設定されています。指導をすると

いうよりかは、共同生活を送る上でのルールが徹底されているという意味合いでルールが設定されてい

ます。あとは少人数の暮らしの場なので、部屋を離しましょうかというのも難しいですし、職員にやめ

てもらうわけにもいきませんし、入所者に出ていってもらうこともできないので、そういうところでボ

タンのかけ違いがあると修正されづらいところがあります。

あと、４人から６人に対して１名の職員配置のため、マンツーマンではないというところは基本です

が、先ほどのりべるたすはいろいろサービスを組み合わせて、それに近いかもしれないんですが、基本

的にマンツーマンは難しいかなと。あとは、通所先が必要になってくる場合がほとんどなので、もちろ

ん休みの日があってもいいんですが、日中も夜間も人間関係にさいなまれる、そういうことは出てくる

かと思います。

最後が一番肝ですが、空いているグループホームの数が全然ないので、支援の質とか内容、支援体制、

場所、住居のタイプが選べない、ここしか空いていないみたいな感じになるので、ここでマッチングが

合わないということもあると思います。どんな建物にするのか、誰を受け入れるのかは運営者である事

業者がある程度方針を決定して、どのような支援を提供するのかを入居者と一緒につくり上げていくと

ころがグループホームかと思います。なので、いろんな家庭の特徴があるように、グループホームの数

だけ特徴がさまざまなので、いろんなところを見て、知って、ここは体験してみようかみたいなところ

に落とし込めればと思っています。

また上の方に戻っていただきたいんですが、お金はかかります。イニシャルコストとして、家具、引

越し代、また、保証金的にお金をとるホームもありますし、火災保険に入ってくださいというところも

あったり、月々のお金、ランニングコストも当然家賃、光熱費、食費、日用品費などが毎月かかってき

ます。あとはグループホーム以外の出費ということで、昼食代とか趣味のお金が発生します。突発的な

出費、家電が壊れたとか急に病気になっちゃいました、けがしちゃいましたという医療費などが挙げら

れると思います。

次の丸。グループホームの入居に向けてどのくらい準備をしているか。やってみないとわからない、

泊まったことがないという場合もあると思うので、ショートステイとかレスパイトなどの泊まりの練習

や経験が必要かもしれません。あと、家事、買い物、交通機関の利用、服薬、お金の使い方の練習とか、

誰にＳＯＳを出すかという相談をしたり表現をするところをご家庭なり通所先なりで練習していくと、

グループホームに入る場合の準備性の向上と言ったら変ですが、ご本人の中でもこういう練習をして、

自分は自立するんだ、独立するんだというところもありますし、グループホーム側も「これ、できるん

ですね」という形で受け入れやすかったりすることもあり得ます。

あとはグループホームだけで考えても結構手詰まりになります。空いているホームが少なかったり場

所とか支援の質とか夜間の体制とか選べなかったりするので、ほかの暮らし方を考えていく必要はある

のかなと思います。ヘルパーさんを入れたり、社会福祉協議会の金銭管理、訪問看護を入れたりしなが
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ら支援つきで単身生活をしている場合もあるでしょうし、まだ家事のこととかお金の使い方とか練習す

る必要があるということであれば、宿泊型の生活訓練事業所に入ったり、入所施設というのも一つの手

ですし、制度外ですが、シェアハウス、独自に制度外でやっている法人も中にはあったり、みんなで支

え合いながら障がいのある方だけで暮らすというのもあるんじゃないかと思いますので、考えておくこ

とはいろいろあるんですが、まずは孤立しないということですかね。自分たちだけで考えないで、いろ

んなところにＳＯＳを出していく。それは相談支援専門員かもしれないし、障がい福祉課かもしれない

し、そういうところでこういう暮らしをしたいというＳＯＳを出す一方で、いろんな面で考えていく必

要があるんじゃないかと思います。

超過しちゃいましたが、以上です。

リーダー：社会福祉法人市川レンコンの会、ありがとうございました。

それでは、今のご意見に対して質疑、ご意見等ある方はいらっしゃいますでしょうか。

和洋女子大学、お願いします。

和洋女子大学：グループホームのイメージということですが、社会福祉法人市川レンコンの会のご説明だと集

合的な暮らしの煩わしさがデメリットとして挙げておられたんですが、今は一部屋、多床室みたいなの

は余りなくて、個室、プライバシー空間というのは確保されているという前提でいいんですかね。

社会福祉法人市川レンコンの会：質問ありがとうございます。基本的にグループホームなので、一軒家で４人

暮らしていたとしても、１つの部屋の相部屋ということは絶対にないです。４部屋、例えば４畳半のお

部屋が家の中に４つあって、１人１部屋提供される形になります。あとはワンルームで暮らして、ワン

ルームごと、５部屋を法人が借りて、５部屋目を共有スペースという形にして、かなり単身生活に近い

グループホームも町には少しあります。

和洋女子大学：その上で、グループホームというのは訓練等給付に位置づけられているということもあって、

グループホームで暮らしながら、例えばごみの出し方とか掃除、洗濯、家事等を学んでいく中で、一人

暮らしの出来るようなめどがついたら一人暮らしでいこうという訓練の場でもあるというところも前提

としてはある。対象者によってはなかなかそうはいかない人もいるので、幅広いんですが、基本的にグ

ループホームが訓練等給付に位置づけられているというのは、そういうことがあるんだという認識でよ

ろしいですか。

社会福祉法人市川レンコンの会：介護給付と訓練等給付があるとは思うんですが、訓練という言い方は、すご

い訓練をさせられる場なんじゃないかと思われてしまいがちなんですが、基本的に、和洋女子大学がお

っしゃったような練習をして、要はグループホームを経て何をしたいかというところですよね。ごみの

出し方とかお金の使い方の練習をして、一人暮らしをしたり、結婚したり、友達と暮らしたりとかいろ

いろあると思うんですが、練習をしていく支援はどのグループホームもされているかと思います。一方

で、ずっとここに暮らしたいんですと。グループホームがすごい気に入っちゃいました、ずっと暮らし

たいんですという方をとがめるものではないということは補足させていただきます。

以上です。



20

和洋女子大学：ありがとうございました。

リーダー：ほかにご質問等ある方はいらっしゃいますでしょうか。

では、社会福祉法人敬心福祉会、お願いします。

社会福祉法人敬心福祉会：余り時間もないとは思うのですが、せっかくなので１つ。社会福祉法人市川レンコ

ンの会、資料をつくっていただいてどうもありがとうございました。

もともとこの部会で暮らしの場、住まいの場を話し合うときに、１つはみんなのグループホームに対

するイメージが湧かなかったり、誰に相談していいのかとか、あるいはニーズに合ったところが探せな

いといういろんな課題があったかと思いますが、この資料で説明していただいて、準備とか進め方が少

しクリアになりましたし、相談する場でいえば、最初にあまり種別とかそういうことにかかわらずまず

市に登録をするというのがいいですよという話とか、身近なケアマネとか相談支援専門員を通して社会

福祉法人市川レンコンの会のような支援ワーカーに相談をしてくれると大丈夫だというようなこともわ

かったと思うので、これから相談先として迷ったら、そこにまずは聞くというのもありなのかなという

のがわかりました。ありがとうございます。

もう一つ、和洋女子大学から質問があったみたいに部屋のイメージというか、どういうふうに暮らす

かというイメージについては、一歩踏み出していない方にとっては、グループホームはどんなところな

んだろうという、一軒家で、みんなでシェアハウスみたいなんだなと思う人もいれば、１人でアパート

みたいなところに住まうんだなというような、人によって偏ったイメージはあるのかなと。だから私は

こういうところには行けないとか、そういうのがあるのかなと。だから、いろんなものがあるというよ

うなところを情報としてわかりやすいように示されると、みんなが先のことを考えやすかったりイメー

ジしやすかったりというのはするのかなと思いました。

社会福祉法人市川レンコンの会が一人一人のところを回って、こういう説明をしていくことはもちろ

んできないと思うので、講演会とかたくさんの方に知っていただくというような活動をされているのは

存じているんですが、チラシでもこういうものだとかパンフレットで皆さんイメージがつきやすいとい

いのかもしれないなとも思いました。

リーダー：ありがとうございました。

では、ほかにいらっしゃらないようでしたら次の議題３雇用・就労支援の推進にいかせていただいて

もよろしいでしょうか。

第２回では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きました。また、

前回第３回は当事者の方の側から感じている課題などのお話をいただいております。その内容について

簡単にまとめましたので、資料３をごらんください。

第２回の主に障がい福祉サービス事業所側が感じる課題として、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

の利用者が減少している、閉鎖に至っている。就労訓練のための作業がない。就労訓練のための作業が
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余っている。第３回では、主に当事者側が感じる課題です。１事業所でいろいろな種類の作業を行える

環境が必要ではないか。空きがある事業所におさめるようなことをしなくて良い状況になってほしい。

Ｂ型か生活介護かで悩んでいる、送迎の有無も選ぶポイントとなっている。特別支援学校の先生に福祉

サービスについての理解が必要である。アセスメントで本人のことを理解し適性を見つけることが重要。

以上、第２回、第３回の内容です。

これらの意見について皆様で意見交換ができればと思いますが、ご意見ある方はいらっしゃいますか。

社会福祉法人敬心福祉会、お願いします。

社会福祉法人敬心福祉会：すみません、たくさんしゃべって。

もともとは障害者就業・生活支援センターいちされんから、前回の当事者側からの質問で、アセスメ

ントについてお話をしていただく予定だったらしいんですが、急遽来られなくなったということで、ほ

かの方面で話ができたらと思うんですが、私自身はもともと就労支援事業所の職員ということになって

いるので、ここが一番わかる部分ではあるんですが、前回の話の後に思ったことは、就労支援事業所、

特に私はＢ型にいるんですが、Ｂ型にもいろいろな事業所があって、そのこと自体は大切だと思うんで

す。

資料に１つの事業所でいろんな種類の作業を行えるような環境が必要というのもあったんですが、う

ちの事業所で言えば利用者さんが50名近くいらっしゃるところなので、そういう大規模なところはいろ

んな仕事を入れて、クリーニングであるとかお菓子の製造であるとか軽作業とかいろんなことをやって

いて、それぞれの方に合った部分でやっていただくということができるんですが、事業所によっては単

発の仕事というか、食品関係のみであったりとか、市内にはないですが、クリーニングだけであったり

とか、パンづくりもそうだと思うんですが、お菓子づくりに特化したところとか、そういういろんな事

業所があることで本来だったら選べるというところによさがあるんだろうなと思いつつ、実際にはなか

なか人数の問題とかそういったことで難しいのかなと思うので、本来であれば１つの事業所にこういう

環境を整えてもらうというのはなかなか難しいところが実際にはあるのかなと、合ったところを探せる

というところが一番いいのかなと思います。

もう一つは事業所側からの話で、生活介護の事業所と就労支援の事業所というのが利用者さん、ある

いは利用者さんがやっていることが結構混在してきていて、分けにくくなってきているというような状

況があって、その辺の生活介護事業所と就労支援事業所との違いということについても理解が広まった

り、どういうふうに運用するかということをみんなで考え直していくということも必要なのかなと思う

んです。

単純に就労支援と生活介護という言葉だけとったら、その２つは背反するものではないんですよね。

生活部分の介護・支援をしながら仕事をする、支援をするということはもちろん考えられるわけなので、

りべるたすの話でも重度の方は生活の部分を支えているので、次は就労が課題だなと。つまり重度の方

でも仕事をするというところをどういうふうに支援していくかというのが課題ということで、でも、そ

れを今の制度で就労支援事業所でやろうと思うと制度的に、簡単に言えば人数的にということですかね、
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支援員の人数的にとか環境を整えるというようなところに難しさがあるのかなと思うのです。

例えば私どもの事業所では、利用者さんに対する支援員の数というのは生活介護のほうが就労支援の

２倍いるんですね。それだけ簡単に言うと生活介護のほうが手厚い。生活介護では、何も仕事をしてい

ないかというとそんなことはなくて、生産活動と呼ばれる自主制作品ですよね。ろうそくの作品とか、

紙すきで作品をつくって、それを販売してお金を得るというようなことをやっている。なので、生活介

護が仕事をする、仕事のやりがいを感じられるようなことをしたり、あるいは金銭を通した社会参加と

いうようなものもできる仕組みはあるのですね。

ただ、それをどのように運用していくかというのは、それぞれの事業所の考え方でもあったり、制度

上に縛られるところもあるので限界はある程度あるので、今年度というか、前年度からかもしれません

が、雇用・就労支援の推進について考える就労支援という部分について言えば、就労継続支援事業所と

か就労移行支援事業所とか、就労支援という名前のついた事業所のところだけがやっていることに注目

しなくても、生活介護も含めてどういうことがやっていけるかとか、そういうことを考えていってもい

いのかなと。それにはまず、そういう現状を知っていただくところから始めなければいけないのかもし

れないと思っています。今年度は今回でおしまいなので、これ以上議論を深めるというわけにはいかな

いと思うんですが、知ってもらうところから今後継続していく必要があるのかなと思っています。

リーダー：ありがとうございました。

ほかに何かご意見ある方はいらっしゃいますでしょうか。

和洋女子大学、お願いします。

和洋女子大学：２回、３回で出た主な意見ということですが、箇条書きで簡単に書いてあるだけなので内容は

いま一つよくわからない部分もあるんですが、就労移行の利用者が減少で閉鎖に至ったところがあると

いうことで書いてあるんですが、就労移行というのは高等部卒業の方々も定期的に毎年出てきますし、

減少している原因みたいなものというのが何なのかというのは、深めたことというのはあるんですか。

リーダー：ここについて深めて話し合ってはいないですね。障害者就業・生活支援センターいちされんのご意

見だったので、市川の現状というところですかね。

社会福祉法人市川レンコンの会：実は当法人も就労移行事業所を閉めているんです。結構Ｂ型から直接就職す

る方、うちの法人に関しては結構いらっしゃったり、あと、生活介護の話を社会福祉法人敬心福祉会は

おっしゃっていましたが、Ｂ型だとちょっと難しいと言ったら語弊はありますが、生活の支援が必要だ

よねという方が生活介護事業所でばりばり作業するみたいな支え方をしています。

就労移行の減少に関しては、うちの理事長が言っていたんですが、ジレンマがあると。就労移行は就

職をできるようにバックアップしていく施設ですが、就職させてしまうと就労移行事業所の定員という

か利用者が減る。また入ってきて、また就職したりＢ型に行ったり、場合によっては生活介護に行った

りとかあるのかもしれないんですが、経営的に利用者が何人来て、それを支援して報酬が入ってくる体

系だと思うので、そこの20人定員で４人しかいない時期もあれば、20人いっぱいいるときも極端な話あ

るかもしれないんですが、利用者の報酬がうまく安定的に経営ができないみたいなところが、少なくと
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もうちの法人ではあったんじゃないかと。

ほかの就労移行事業所も似たような課題は、障害者就業・生活支援センターいちされんのお話だと結

構あるんじゃないのかなと伺っていて、そこの中で就職の訓練をする中で結構利用者が。あと、有期限

というところですかね。２年しかそこに─最長で３年ですかね─いられないので、その間にこの

人が入って２年たったらどんな進路であろうと卒業するというところを考えると、流動的なんですよね、

利用者さんが。その中で運営がなかなかうまくいかないというところで、であればもうＢ型から直接就

職するようにＢ型の職員として支援しようかとか、就業・生活支援センターのいちされんと連携しなが

らやっていこうかというようなスキームでやるために多分閉めたんじゃないのかと。完全に憶測で議事

録に載せると困る話ですが、ちょっと思ったりしました。

市川市の現状というよりかは、うちの法人はそうかなという感じですね。あと、浦安市の中でも就労

移行を閉められた法人さんもあるのかなと伺ってはいるので、同じような状況なんじゃないかなという

推測ですが、そんな感じです。

以上です。

和洋女子大学：すみません、引き続き。そういうことでＢ型をうまく実質就労移行のような形で使っているの

で、実質的に要らないので閉鎖したんだという前向きな内容であれば安心なんですが、うまく利用者の

皆さんから使われていなくて閉鎖に至ったというようなことがあるんだとしたら、あまりよくないこと

であって、この辺の分析なり原因を探ってみるなり、どういう状況なのかというようなところは、意見

が出た以上は探ってみる必要もあるのかなという気はしております。

同じように就労訓練のための作業がないと言っている事業所がある一方で、うちは余っているよみた

いなことがあって、ここも中身がよくわからないのですが、時代の変遷とともに作業内容もだんだんＢ

型でやる内容としては変化をしてくる部分もあるんだろうし、その辺、どうついていったらいいのかみ

たいな話であれば、変化を促すみたいなところも必要なのかもしれない。これはどういう内容なのかわ

からないので言えないんですが。要するに、ここに出された意見に対してどう対応していくのかという

のが見えない、書きっぱなしになっている感じがしたので、その辺は気になったんですね。

あと、先ほど来出ておりますＢ型か生活介護かという問題については、どこでも問題になっている問

題でして、この場でもお話しさせていただいたように、基本的に本来生活介護での作業がなじむ、つま

り通所も自分では行けなかったり介護が必要な状況なんだけれども、特にこれは親御さんのご希望が強

いということもあるのかもしれないですが、Ｂ型、要するに就労という名前がついているところに行か

せたいんだというところが強くて、無理くりＢ型に行っているというところが垣間見えるんですよね、

話を聞いていると。そういった事情があるんだとしたら浦安としてどうそれを解決していくのかみたい

なところをまさにここで話していかないといけないことなんだろうなと思っていて、問題意識として共

有するのは大事ですが、その対応というのは、グループワークとかで深めていくための課題出しだった

とは思うんですが、今後どういうふうに対応していくかは考えて、一定の結論をちゃんと出していくと

いうことを部会としてもしていかないといけないのかなと思っております。



24

以上です。

リーダー：ありがとうございます。

今回のこの第２回、第３回の意見をもとに、来年度以降の持ち越しとしてこの課題について、新しい

委員の皆様と意見交換をしながら深められていければいいかなと思っております。

それでは、今年度は住まいの場を中心に議論をしてきておりますが、雇用・就労支援も障がい者福祉

計画の重点事項の一つに挙げられておりますので、事業所側、当事者側、双方の課題認識を共有してい

ただいたところで、これを整理して今後の議論につなげていければと思います。

次に議題４浦安市障がい者福祉計画平成29年度の実績報告について事務局からお願いします。

事務局：議題４資料１は、現障がい福祉計画の11ページです。今回６年間の計画のうちの前期計画、平成26年

度に策定した27年度から29年度までの前期計画の評価ということで、資料には28年度までの進捗状況を

掲載しております。ご覧いただくとわかりますとおり、106事業のうちＣ評価、進みがやや遅れている

というものが５事業ございます。本来であれば29年度の106事業全部ここでご報告をしなくてはいけな

いところですが、時間が限られておりますので、この28年度時点の状況でＣ評価、やや遅れているとい

う評価になってしまった事業のみ取り上げてご報告します。

議題４資料２。ここに28年度時点ではＣ評価になってしまった５事業を掲載しております。

まず１つ目、障がい福祉課で行っている意思疎通支援事業です。こちらの事業は手話通訳者の派遣や

入院時のコミュニケーション支援を行うといったものになります。実績については割愛させていただき

ます。こちらの実施状況ですが、29年度は計画どおりに執行されているということで、Ｂ評価。Ｃから

Ｂに戻りました。

２つ目、Ｕコミサポート事業、こちらも障がい福祉課の事業になります。事業の概要は、聴覚に障が

いのある方が意思疎通を図る上で支障がある場合などに、市役所が閉庁している時間に電話で代行を行

うもので、平成22年度から委託で実施をしています。実施内容は割愛させていただきますが、こちらも

計画どおり実行されたということでＢ評価に戻りました。

３つ目、障がい事業課の障がい者福祉推進事業です。これは幅広い事業になりまして、啓発だとかサ

ポートファイルの作成とかいろいろあるんですが、なぜＣ評価になったかといいますと、サポートファ

イルの配布が進んでいない、特に障がい児には進んでいるんだけれども、大人、成人の障がい者の方へ

の配布が進んでいないということで28年度はＣ評価になりました。こちらは平成29年度に大人向けの会

話のサポートファイルというものをつくってホームページ上に掲載して、配布も始めております。また、

各種イベント等で啓発も進めているということで、計画どおり進んでいるとしてこちらもＢ評価に戻り

ました。

４つ目が障がい事業課の事業であります障がい福祉サービス等事業者住宅手当支給事業費補助金事業

です。障がい福祉サービス事業者が従業員に支払う住宅手当の一部を補助するもので、福祉人材の確保

と離職の防止を図ることを目的としている補助金です。こちらは平成29年７月から始まったばかりの事

業ということもありまして、今後成果いは慎重に見ていく必要はありますが、29年度については計画ど
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おりに行われているということでＢ評価に戻っております。

最後が道路整備課の道路等復旧事業になります。こちらは災害復旧とあわせて誘導ブロックの復旧と

か道路の整備を行っていくという事業ですが、担当課に確認したところ、本来28年度で終了予定だった

ものが復旧事業そのものの工事が遅れているということで、平成31年度には完了する予定と聞いており

ますので、Ｃ評価ではありましたが、31年完了予定ということでご承知おきいただければと思います。

以上が、大分割愛してしまいましたが、106のうち28年度ではＣ評価だった５事業の29年度の実績報

告になります。

リーダー：ありがとうございました。

今の説明についてご質問等ある方はお願いいたします。

ご意見ないようですので、議題５に移りたいと思います。

平成31年度以降の地域生活支援部会について。地域生活支援部会で次年度以降どのような内容を協議

していくのかご意見を皆様に頂戴したいと思います。今年度、部会が最後ですので、お一人お一人一言

感想などいただければと思います。マイクを回していきますので、社会福祉法人市川レンコンの会から

１人１分ぐらいで、よろしくお願いします。

社会福祉法人市川レンコンの会：私の中では、今まで市川市と浦安市のグループホーム支援ワーカーだったん

ですが、こういう部会に参加させていただいて非常にいろんな方とつながりができて、また、浦安市の

中にも少し根ざしてこれたかなとは思い始めていますが、皆さんいかがでしょうかという感じなんです

が、来年度どうなるかわからないですが、また浦安市のこういう拠点とかグループホームのことについ

て議論を深められる機会があればいいなと思います。どうもありがとうございました。

社会福祉法人南台五光福祉協会：グループホームをやらせていただいているんですが、２年間いろいろなこと

で勉強させていただいたところが多かったと思います。これからについては、グループホームの受け入

れ等に対して皆さんの意見を聞きながら、どういった形の受け入れがいいのかとか、どういうグループ

ホームが求められているのかなというところをグループホームに携わる者として考えていきたいなと思

っております。次年度以降については、そういったところの皆様とお話しする機会をつくりながら進め

ていくことができればいいのかなと思っております。ありがとうございました。

株式会社Ａ.ver：住まいのことの話が多かったので発言が少なくて申しわけなかったんですが、今後、就労移

行に来ているけれども、ほかのグループホームだったりとかＢ型だったりＡ型だったり、ご紹介という

か送る方も出てくるかと思うので、いろんな事業者さんとのかかわりを深めて、ここはこういう特徴が

あるとかというのをよく知っていって皆さんと連携していければなと思っていますので、よろしくお願

いします。ありがとうございました。

社会福祉法人サンワーク：今回、部会に出させていただいて、東野の新しくできる施設の４階にソーシャルサ

ポートセンターも移転するんですが、部会ではグループホームの話はいろいろ出ていましたが、相談支

援で担当させてもらっている中で、グループホームに住みたいと言って、実際に社会福祉法人市川レン

コンの会に相談してみたり障がい福祉課に相談してみたり、グループホームに入りたいという人のケア
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マネをやっていてもなかなかすっとはいけないなという感じで、実際自分でグループホームの事業所に

連絡して「お部屋を探しているんですが」なんて言ってもあまりスムーズに行かないというか、警戒さ

れちゃうので、せっかくこういう部会で先ほどから面的整備なんていう話も出ていると思うんですが、

すっと行きたいなというか、顔の見える関係でありたいなというのは思いました。

以上です。

ＮＰＯ法人かぷあ：話をいろいろ聞いていますが、当法人は通所の事業をやっておりますので、グループホー

ムのことはそれほど詳しくはないんですが、イメージとしても難しいところはあるんですが、ただ、連

携としてグループホームに入っている人が通っている場所であるということ、生活介護ですが、あと、

就労Ｂとかいろいろ作業とか仕事ということでやっていますが、当法人を利用している方の８割方は仕

事ができないです。そういう本当に重度の方をどうするか、これからやっていくか。それから、グルー

プホームでも重度障がいの方を受け入れるところがないということで、整備をしていくように国はした

いとは思っているんでしょうが、マスコミでも結構取り上げられていますし、医療的ケアのことが。で

すから、そういう意味で言うと、連携として、こども部会とかぶっちゃうかもしれないですが、支援校

の先生を呼んでみたり、そういうところでこういうところの実習に行かせてあげたほうがいい、浦安に

こういう子どもたちがいるから、ここの実習に行けるようなところを先生たちも資料はそれほどないの

で、そこのところをうまくやっていけば、その子に合った、18歳を超えるから、そこに合ったところに

行けるんじゃないかなと思います、今よりは。そういうふうになっていけばいいなと思いますので、そ

ういう部分の連携が今後課題になってくるのかなと思っています。ありがとうございました。

ＮＰＯ法人あいらんど：随分グループホームの話が出ていました。本当にグループホームは大事だなと思いま

すし、あとはさっき社会福祉法人市川レンコンの会ですね、支援ワーカーさんがおっしゃっていたよう

に浦安は財政がとおっしゃるんですが、補助金をいただくのは大変です、本当に。だから、たくさん補

助金がある割には上手にしゅっと入ってこないというか、この分は制度じゃだめだなとかそういうのが

たくさんあって、経営がきついです。ここで言うことではないと思うんですが。ただ、利用者さんがグ

ループホームで過ごして、日中の事業所で過ごして、あとは日中一時を使って、送迎を使ってというこ

のサイクルですね。これはすごく仕組みができてきて、うちの事業所というかグループホームは仕組み

ができている。時間になると迎えに来てもらって、あとは利用者さんを送り出して「おかえりなさい」

と迎え入れてという部分ではほかの事業所さんとの連携が非常に大事になってくるので、そこを上手に

コーディネートしてくれる相談専門員さんほど助かっております。だから、相談専門員さんは事業所の

中身をよく理解してくださって、世話人の配置をよく理解してくださって、こんなところが困っている、

あんなところが困っているというのをアピールすると、そこをちゃんとキャッチしてくれているので、

動きはすごくスムーズですね。

だから、女性だけのグループホームで、これがもっと増やしていけたらいいなと思うけれども、増や

せないのは財政ですね。だから、経営が下手くそなんだなと思って、経営も頑張りたいと思っています。

また、地域支援で本当にいろんなことを勉強させていただきました。ありがとうございました。
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以上です。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：グループホームとかそういうのはまだ私たちの実感としてわからない

んですね。知り合いにはグループホームに入っていたりそういう人がいるんですが、今の話のグループ

ホームと大分時代がずれているので、ここでいろいろなことを聞きながら、私も周りの人に話を聞きた

いなと思って、近所の人とかを見ているんですが、浦安では少ないというか、話になるようなあれを私

はまだ聞いたことがないので、ここへ来ていろんな話を聞きながら考えていきたいと思っています。す

みません。

ＮＰＯ法人タオ：私の事業所はグループホームももちろんやっているんですが、私が担当していないものです

から詳しくなく、ここで本当にいろんなことを勉強させていただきました。ありがとうございました。

担当しているのは就労系でして、１つ戻る感じで申しわけないですが、現状の課題というところで就

労移行支援事業所とＢ型と多機能でやっているので、うちは就労移行の事業所もできているんですが、

特別支援学校からの受け入れ、直Ｂという形で就労アセスメントを受けてくださいということをお願い

されるんですが、夏休み中に集中して、こちらもほかの利用者さんも見ながらそういう特別支援学校の

お子さんをアセスメントまでしっかり見なきゃいけないというところがかなりきつくて、なるべく人数

は受けたいなと思うんですが、授業の行われている時間帯でアセスメントというのは難しいという現状

があるんだとは思うんですが、そのあたりの緩和ということを何か考えていただけたらなと思ったりし

ます。授業中でもそこのところを緩和してオーケーを出そうとか、そうしないとしわ寄せが障がいの方

に行っているようなイメージを持っておりますので、そのあたりも今後課題として挙げていただけると

うれしいなと思います。

すみません、以上です。

浦安市肢体不自由児親の会どっこらしょ：２年間部会に出席させていただきまして、いい勉強の機会を与えて

もらえたらなとは思っております。まだまだ課題がたくさんあるようにも感じますし、自分の息子もこ

れから来年４月から３年生で、いよいよ生活介護なのかＢ型なのかいろいろ選んで、また悩みも増える

とは思いますが、いい機会を与えていただいたので、ありがたかったと思います。ありがとうございま

した。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：私ごとですが、支援学校を卒業した子どもが特例子会社に就

職して８年たちましたが、問題を起こしてしまい離職せざるを得なくなりました。１月から幸いにも福

祉サービスで就労Ａ型の事業所でお世話になることができているんですが、今回のことがあり、障がい

者はこれでよし、会社に就職させることができたからこれで大丈夫みたいなことは決してないんだなと

いうことを改めて痛感させられました。

発達障害者支援法にも明記されているとおり、ライフステージを通じて切れ目のない支援という文言

が書かれていると思うんですが、障がい者はこの世に生まれて死ぬまで切れ目なく支援をしていただか

ないと地域で安心して暮らしていけることができないんだなということで、今回のこの複合施設が立ち

上がるということにすごい期待をしているんですが、そらいろルームは現在700人利用者がいると聞い
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ています。25歳を過ぎた700人の人たちの新しくできる複合施設が受け皿として相談機能を充実させて

いただきたいということを期待しております。今後ともよろしくお願いします。

浦安手をつなぐ親の会：私の子どもも今通っているところで本当にいいのかとか、今後どうしようとか、住ま

いの場とか親亡き後とかいつもずっと心配していて、ただ、ここで勉強させていただいていろいろわか

ったんです。それでもどうしていいのかというのは相談しても止まっちゃうことも多いし、なので、２

年間で勉強したことをまたいろいろ考えながら今後、先もやっていきたいと思います。ありがとうござ

いました。

浦安市身体障害者福祉会：２年間いろいろなことを勉強させてもらいましたがも、我が福祉会は高齢者の集ま

りなもので、要するに仕事を求めるという状態の人はほとんどいないようなグループですね。それと同

時に、グループホームに入りたいとか入らなきゃならないなんていう環境とか境遇の人も現在はおりま

せん。ですが、私は相談員もやっておりますが、その中でグループホームという意味合いですね。はっ

きりどういうふうなものなのかということがまだわかっていない人なんかはたくさんおりますよね。そ

れと同時に、仕事ということはもうほとんど就職、仕事がどうこうという人はいないんですが、私あた

りでも仕事はできるのかななんていう相談も受けますが、私自身はある程度いろいろなところの活動を

して、そっちこっちお世話になっておりますが、私ぐらいに動けるような人がそれぞれのところでやっ

ていることはやっています。と同時に、私のグループは高齢化して平均年齢が70以上の方ばかりなんで

すよね。そんな感じなので、一応相談員をしているけれども、どうのこうのという相談は今のところな

い状態です。

ですから、グループホームにしても就労支援にしても、「あなたは就労Ｂ型、Ａ型に話してみよう

か」と言っても「いいです」というような感じのほうが多いので、一応地域生活支援部会に２年間、あ

と、ほかの部会でも僕も長いので。相談支援部会にも出ておりましたが、いろいろなことを学び、いろ

いろな方と知り合いになって、いろいろなことを吸収させていただいて、ありがとうございました。こ

れからもまだ何とかなると思いますので、よろしくお願いします。

浦安市自閉症協会：１個目に議題３の第３回で当事者側が感じる課題というところで、１事業所でいろいろな

種類の作業を行える環境が必要というものに対してのまた社会福祉法人敬心福祉会の意見もあったと思

うんですが、これ私が言ったのかと思うんですが、これは今自分の子どもがこういうところに行けてう

まく回っているという一つの例の話だと思うんですが、例えばその事業所で配達もやったりクリーニン

グもやったりお菓子もやったりできないよと、それは当たり前で、もっと考え方の問題というか、例え

ばお菓子づくりをやっていても衛生面でお菓子をつくるところに入れない、だから、お菓子づくりはだ

めとならなくて済むように、例えば別の部屋をつくって、そこでラッピング関係のことをやるだけの人

とか、そういうふうに仕事を分けると。いろんな人が来ても、その人にやってもらえるような環境にし

ていくという発想というかアイデアというか、そういうのを持ってほしいなということのほうが強いで

す。

それと絡めて事業者間の連携という話を皆さんおっしゃっていたんですが、それをすごく思っていて、
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例えばうちの事業所はこの仕事で難しいものばかりだけれども、あっちの事業所だったらこういうこと

がこの人はできるかもしれないとか、事業者間でつながりがあれば、仲よくしていってくれれば、こっ

ちはどうですかという提案もできたり、当事者と親が、入るところがないとか合うところがないとあわ

あわして不安になったり、ぐったりしなくて済むような状況がつくれたらいいなと思うので、事業所間

の連携というのは本当に真剣にやってほしいなと思います。

あと、これも議題３にあるＢ型か生活介護か悩む、親はＢ型に入れたがるというお話もあったと思う

んですが、障がいのタイプによっても違うと思うんですが、私が身近で接したり自分の子どももですが、

友人の子どもは発達障がい、知的障がいだったりするので、体は動いたりする、動きはできる人だった

りするというのもあるんですが、生活介護、例えば知的に重くてとかいろんな判定で重度と出ていたと

しても、何も作業というか仕事というのをさせない、することがないというのは寂しいなとおっしゃっ

ている方もいるし、そういう意味で制度でＢ型・生活介護とばっちり分けちゃうようになっていること

で厳しいとは思うんですが、スキルもたくさんないし、やれることも少ないけれども、でも、お仕事的

なことをやらせたいわという親の気持ちは私はすごく当たり前だと思っていて、なぜなら高等部を卒業

してもまだ18歳で、普通にまだ成長をできるんじゃないか。私なんかは20歳過ぎてもまだ思っているん

ですが、たとえ１ミリでもこの人たちは成長すると思っているので、そこで可能性を潰してほしくない

という思いがあるので、親の思いとしては、あなたの子どもはこの程度ですねというふうにされたくな

い、可能性は常に見つけてそっちに向かっていきたいという思いがあるということ、そういう考えのも

とにＢを選びたいという考え方もあるということを知ってほしいなという思いがあります。

あと、お金、浦安市はお金がある、ごめんなさい。浦安市にお金があるというお話をＮＰＯ法人千楽

のイベントでもそういう話で最後まとまったという話も聞いて、私はふーんと思ったんですが、たとえ

浦安市の財政でいいと言われたとしても、市の姿勢が障がい者の人にお金を回す必要があるよね、必要

だよねというふうになっていなければ浦安に幾らお金があると言われても全然解決しないわけで、それ

は市長さんの考え方にもつながっていくと思うんですが、なので単純にお金があるから安心とは思えな

いなというのと、そういうふうに思われちゃうと嫌だなというのがあります。この辺でやめておきます。

いちょうの会：私はここの会に出させていただいて、職員の方、また、事業所の方のいろいろなお話を伺いな

がら自分の会に報告しているつもりなんです。それで、皆さんも何年か前に比べると、だんだん親も年

とってきておりますので、その気になっておりますので、徐々に子どもたちに目を向けながら進んでい

っているような気もします。いろいろな催しがありましたときもお父さんが出ていただいたりとか、そ

ういうふうにご夫婦で子どもの関心を持たれる方もいらっしゃるようになってきましたので、なるべく

私も皆さんのお話を伺ったことを会に反映していきたいと思っております。ありがとうございました。

和洋女子大学：すみません、誤解を与えてしまったかもしれないので、補足しておきます。就労Ｂと生活介護

というのは、就労Ｂが上で生活介護が下という上下関係ではなくて、対象が違うということですね。さ

らに言うと、生活介護も創作的活動というのが法律上書かれていて、さらに、生活介護から一般就労を

目指しなさいとなっています。つまり一定特別支援学校を出て一旦は生活介護に入って手厚い支援を受
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けつつ作業もしながら、成長していってＢ型、Ａ型を経て一般就労という方もいらっしゃるでしょうし、

生活介護から一般就労という方もいらっしゃいます。そういった意味から言うと、上を目指さないのが

生活介護であるということではないんだろうなと思っていて、だから、一番その方に適したところに行

ったほうがその方のためでもあるんだろうなということの趣旨でした。

社会福祉法人敬心福祉会とも前回お話をしたんですが、生活介護でも就労支援強化型生活介護みたい

な看板が上げられるといいのかねというような話をさせていただきました。要するに、就労Ｂ型となる

と、いきなり先ほどのお話にもあったように支援者の手が手薄くなるということで、そういったデメリ

ットもあるものですから、就職を諦めなさいということで生活介護が適しているんだという話ではそも

そもないということは、誤解があるといけないので補足をしておきたいと思います。

これで部会最後です。一巡すると、それぞれの思いというのがわかっていいんですが、部会としても

この１年の振り返りという総括的なお話がこれからあるのかなとも思うんですが、私も自立支援協議会、

この１年何を話して何が解決できて、どう進展して、一方で何が解決できなかった、次年度積み残しの

課題があるという整理をしていかないといけないんだろうなと思っております。多分それは今までの協

議会では薄い部分だったかなと。それぞれ毎回課題というのは出て、それについて話し合うんですが、

それについて何かどうなったのかというてんまつというのはあるものもあるんですが、協議会としてみ

んなで共有をして次年度積み残しだねというものについては、例えば皆さんの中で共有するというよう

なところが積み重なっていかないと本当に何のためにやっているのかということがあるんだろうと思い

ます。

僕は今年度年の地域生活支援部会で本当に印象に残った点で言いますと、先ほどの補助金の話にもな

りますが、浦安市で区分４以上のグループホームの入居者への補助金というのがあるといって、どれぐ

らい区分４以上の方が入居されているのかというのを調べたところ、区分５、６というのはほとんどい

なかったと。つまり補助金がもらえるぎりぎりのところの高さでとまっていたと。５、６の応募がなか

ったのかもしれないですが、結果的に見ると区分４の方までは多いんだけれども、５、６がいらっしゃ

らないというようなことがあって、補助金のつけ方という問題もあるのかなと感じた次第です。

それから、財政が豊かというのは非常に強い武器だと思うんですが、何人かの方がおっしゃられたよ

うに使い方がまた問題になるということもあって、補助金の使い方、どんな事業を組むかというのはも

ちろん市役所の事項ですが、ただ、自立支援協議会として効果的な補助金の使い道ということを提案す

ることはできるんだろうと思っております。また、その提案をしていくのもこういった部会の皆さん方

の当事者の方々もその大きな力になるんだろうなと思っておりますので、また次回以降、実りのある部

会、そして、自立支援協議会にしていきたいなと個人的には思っております。

以上です。

福祉部（部長）：２年間、皆さんからいろいろと生の声を聞かせていただきまして、私の心に響くようなこと

も多々ございました。それから、市の財政が豊かだと言いますが、決して楽観できるような状況にあり

ません。例えば今回去年の４月から始まった障がい者の福祉計画の中にグループホームについて目標が
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掲げられております。ただ補助金を出すだけでいいかというと、整備が進まなければ違う手法も考えて

いかなきゃいけないということもありますので、皆さんからの、特に親御さんの皆さんからの生の声を

いただいていますので、それらを含めて、特にグループホームの整備費用についてはよくまた検討して

いかなきゃいけないなということで、さまざまなことの生の声を聞きながらわかりましたので、それを

もとにいろいろと対応していきたいと考えています。どうもありがとうございました。

社会福祉法人敬心福祉会：２年間ありがとうございました。これまで事業所内にずっといてあまり外に出なか

ったので、個人的にはとてもいろんなことを勉強させていただいたり、関係性が出来てとてもよかった

と思うんですが、和洋女子大学も言われたような課題をどういうふうに挙げて解決していくかというと

ころについては力不足で、十分に力を出せなかったかなと思うんですが、来年以降もできれば今回のこ

とを生かして、力を注いでいきたいなと思います。

一周りすると、私もいろんな意見が出て、個々にいろいろ答えたいなと思うところもあるんですが、

時間もありますので、省略させていただいて、また来年度以降、今出た話も含めて課題解決に向けて一

緒にやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。

リーダー：２年間、皆さんどうもありがとうございました。司会進行で皆さんにご迷惑をおかけしたこともあ

ると思うんですが、地域生活支援部会では住まいの場にすごく時間を割いてきたのかなとは思っており

ます。皆さん、グループワークでいろんなご意見を頂戴したり、りべるたすに見学に行かせていただい

たり、今までと違った形での部会を行えたのかなとは思っております。ただ、形として何かを残せたの

かなというと、それは見えていないなという気はしております。

でも、その問題提起としてはたくさんいろいろ挙がっておりますので、次年度からの部会の中で地域

生活支援部会の中で形として、住まいの場のグループホームの利用の仕方だったり、社会福祉法人市川

レンコンの会からいただいた資料とか、私たち関係者でもわかりづらい仕組みを、一般の人がわかるか

というと絶対わからないと思うんですね。もっともっとそういう一般の人もこういう障がいのある方が

暮らしをしているんだなとか仕事をしているんだなとか、そういうのが見えてこないと、福祉の仕事に

携わる人もいないと思うんですね。もっともっとそれをオープンに私たちもやっていかなければ、人材

不足が叫ばれている中で、福祉の仕事はすごい魅力ある仕事なんだよというのも伝えていかなきゃいけ

ないのかなとすごく感じております。

平成29年度、30年度、２年間の任期で開催をしてまいりましたが、本日、地域生活支援部会は今回を

もちまして任期満了、終了となります。皆様には、これからも浦安市の障がい福祉の充実、発展に向け

てさまざまな立場でご協力あるいは力を合わせていくということがあると思いますので、引き続きどう

ぞよろしくお願いいたします。

本当に２年間、ご協力ありがとうございました。

事務局：すみません、最後に事務局からよろしいですか。

置かせていただいたチラシです。もう自立支援協議会の委員の皆さんにはお送りしていますが、３月

８日にシッティングバレーの日本代表選手、佐々木一成さんをお招きして、Ｗａｖｅ101の大ホールで
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講演会を行います。シッティングバレーを実際やってみようなんていうのも企画していますので、ぜひ

いらっしゃっていただければなと思います。

あと、福祉の仕事の魅力というリーダーからお話があったんですが、和洋女子大学にもご出演いただ

いて、３月16日土曜日、10時から正午、Ｗａｖｅ101の中ホールで和洋女子大学に基調講演をお願いし

ておりまして、まさにこの福祉の人材不足をどう乗り切っていくというテーマで基調講演していただい

て、あと、発達わんぱく会の小田理事長、白井市の社会福祉法人フラットの理事長の林さんといって、

通所のいろいろなサービスを提供している事業者があるんですが、若手の経営者ということでお呼びし

ていまして、福祉の仕事の可能性というのをみんなで考える機会を持ちたいなと思っていますので、ぜ

ひ来年度以降の地域生活支援部会にもつながるようなヒントが得られるんじゃないかと思うので、ぜひ

いらしてください。よろしくお願いします。

リーダー：ありがとうございました。

以上をもちまして、地域生活支援部会第４回を終了させていただきます。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４回）

次第

平 成 31 年 ２ 月 14 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）浦安市地域生活支援拠点について

（２）住まいの場について

（３）雇用・就労支援の推進について

（４）浦安市の障がい者福祉計画 平成２９年度の実績報告

（５）平成３１年度以降の地域生活支援部会について

（６）その他

３．閉会



（仮称）東野地区複合福祉施設の概要

１．（仮称）東野地区複合福祉施設整備の経緯と目的

市では、市庁舎周辺と東野地区の一部を市の行政・文化・福祉の中心となる「シビックセンター地区」と

して位置づけ、市役所庁舎や文化会館をはじめ市の中心的な公共公益施設を配置し、拠点として施設の集積

を進めてきた。この東野地区は市福祉施策の要となる「福祉ゾーン」として、福祉関連施設を集中的に配置

し、機能の充実を図っていく位置づけとなっている。そうした中、この東野地区に障害者総合支援法などの

法制度改正に伴う新たな機能の導入などに対応するため、新たに（仮称）東野地区複合福祉施設の整備を計

画することとなった。

現在、老朽化した旧第２福祉作業所に配置しているソーシャルサポートセンター、総合福祉センターに配

置している身体障がい者福祉センター、民間施設を借り上げて実施している地域活動支援センターⅠ型事業

を集約するほか、新たに障がいのある方が通所する多機能（生活介護・就労継続Ｂ型）事業所、障がい者の

グループホームと短期入所を併設した多機能拠点、こどものショートステイ及びトワイライトステイの機能

を有する子育て短期入所事業所の機能を新設する。このほかに、障がい者団体や住民団体が利用できる地域

福祉センターや、災害時の要配慮者の避難スペースや市民ニーズなども踏まえ、地域住民も利用できる交流

広場を設置する。

２．（仮称）東野地区複合福祉施設に整備する機能

【通所棟】

１階 身体障がい者福祉センター 既存（現・総合福祉センターより移管）

２階 多機能（生活介護・就労継続Ｂ型） 新規（（福）佑啓会による運営）

３階 地域活動支援センターⅠ型、指定特定相談支援、一般相談支援、障害児相談支援 既存（民間施設より

移管・平成 31 年度に受託者を公募予定）

４階 ソーシャルサポートセンター 既存（現・ソーシャルサポートセンターより移管）

１階～４階共通 地域福祉センター 既存（現・総合福祉センターより移管）

【居住棟】

１階 子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ）、放課後等デイサービス 新規（（福）佑

啓会による運営）

１階～３階共通 障がい者グループホーム、短期入所 新規（（福）佑啓会による運営）

新規

新規

【報告】（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

１

議題１資料１



３．（仮称）東野地区複合福祉施設に整備するグループホームの概要

【利用定員】18 名（6 名×3 ユニット）

＊障がい支援区分４以上の利用者の割合…3 分の 1 以上

＊体験利用枠１（お試しグループホーム）

【開設時間】24 時間 365 日

【類型】介護サービス包括型

【家賃】あり（部屋によって異なる）

【支援内容】入浴、排せつ及び食事の介護その他日常生活上の援

助を提供

【契約期間】１年更新の「地域移行型」グループホーム

※毎年度、他資源やひとり暮らし等への移行の可否を双方

で確認しあったうえでの契約更新となる。

４．入居者選定方法 （グループホーム入居者選定基準に基づき、入居者調整会議を開催）

【目的】

入居決定過程の透明性、公平性を確保し、グループホーム入居の円滑な実施に資する。

【対象】

・市のグループホーム施設整備費補助金を交付して整備された居室

・（仮称）東野地区複合福祉施設内グループホーム

【選定の流れ】

１．待機者リスト作成・管理【市】

２．空室状況を毎月確認【市】

３．空室発生

４．待機者に対し、相談支援専門員等を通じて調整会議へのエントリーの希望を確認（空室発生の前月まで

の待機者を対象）【市】

５．①障害支援区分の認定調査結果と②家庭の状況等から、優先順位群を作成【市】

※グループホーム側の事情にも配慮（居室の性質、性別など）

６．入居者調整会議開催（優先順位群について疑義がないか確認）【市】

（出席者）障がい福祉課、障がい事業課、対象ホーム責任者、グループホーム支援ワーカー

７．優先順位群から、体験利用等を行うための優先順位を検討し、市に報告【グループホーム】

８．対象者及び相談支援専門員に連絡【市】

９．マッチングするまで順番に体験を実施

１階平面図

２・３階平面図

２



浦安市における地域生活支援
拠点の検討状況 ver.3

平成31年2月7日

浦安市障がい事業課

議題１資料２
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１．⽤語の確認〜共通認識のために〜

「地域生活支援拠点」
障がい児者の重度化・⾼齢化や「親亡き後」を⾒据え、居住⽀援のための機能

（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）を地域の実情に応じた創意工夫により
整備し、障がい児者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築すること

≪整備目的≫
（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

≪整備手法≫
（１）5つの機能を集約し、ＧＨや障がい者支援等に付加した「多機能拠点整備型」
（２）地域の複数の機関が分担して機能を担う体制の「面的整備型」
（３）上記手法にとらわれず、地域の実情に応じた整備

（例︓「多機能拠点整備型」+「面的整備型」）

3



１．⽤語の確認〜共通認識のために〜

「（仮称）東野地区複合福祉施設」
東野地区福祉ゾーンに、平成32年4月の完成を目指して整備を⾏っている建物

の仮名称

4

この建物全体を指します



１．⽤語の確認〜共通認識のために〜

「多機能拠点」
地域生活支援拠点の機能の一部を集約した、 （仮称）東野複合福祉施設・居住

棟の「障がい者グループホーム、短期入所」部分

5

居住棟のグループホーム、
短期入所部分を指します



２．浦安市が目指す地域生活支援拠点の概要

6
（地域⽣活⽀援拠点等の好事例集（平成30年３⽉厚⽣労働省）より抜粋）

浦安市は

します

浦安市は、「多機能拠点整
備型」+「面的整備型」の
併用整備型で整備します



２．浦安市が目指す地域生活支援拠点の概要

7

整備類型 併用整備型（多機能拠点と面的整備の併用型）

概要
≪多機能拠点整備≫
・（仮称）東野地区複合福祉施設内で、市独自事業「障がい者緊急時支
援事業」を24時間365日体制で事前登録制により実施

（通称︓安⼼かけつけ）→≪説明≫スライド8

・（仮称）東野地区複合福祉施設内に緊急用居室を確保
（通称︓お助けショートステイ）→ ≪説明≫スライド9

・（仮称）東野地区複合福祉施設内に体験用居室を確保
（通称︓お試しグループホーム）→ ≪説明≫スライド10

≪面的整備≫
・多機能拠点と基幹相談支援センターを中心とした各相談支援事業所等
が連携を図り、課題を抱える障がい者や家庭に対し「相談→危機介入
→再発防⽌・課題解消」まで切れ⽬のない支援を実施

→ ≪説明≫スライド7〜10

・多機能拠点の強みである（強度）⾏動障がい、自閉症児・者への支援
実践例を共有することで、地域の事業所の⽀援⼒強化及び地域におけ
る受け皿の確保につなげる → ≪説明≫スライド10

＋



３．居住支援のための各機能の具体的な内容

8

・地域生活支援拠点の相談機能は、基幹相談支援センターが担
う（ 24時間365日体制）

・基幹相談⽀援センターは各相談⽀援事業所と連携を図り、切
れ目のない支援を実施

①相談

②緊急時の受
け入れ・対応

・市独自事業として「障がい者緊急時支援事業（通称︓安⼼か
けつけ）」を24時間365日体制で委託により実施

・「緊急時の駆けつけ対応〜（状況に応じた）緊急受け⼊れ」
までを想定している

・事前登録制で、登録者の情報は基幹相談支援センターと共有
を図る

・半年に１度のモニタリングを通じて登録者の状況を把握し、
課題等がある場合は関係機関と連携・協⼒し、改善を図る。

対象者 ※いずれの対象者も手帳の等級や障がい支援区分は問わない

身体障がい者
※常時独り暮らし、日中独居状態、介護者が子ど
も・高齢・障がいあり等の条件あり

⾃宅に通信のための端末機器を設置し、要請に応じて⽀援員を派遣し、排せつの介護、
⾐類着脱の介護、体位変換の介護、転倒の介助、関係機関等との連絡等を⾏う。

知的障がい者 家族等からの要請に応じて⾃宅に⽀援員を派遣し、⾒守り及び各関係機関との連絡調整
を⾏う。

療育⼿帳または精神障害者保健福祉⼿帳
を所持する障がい児（学齢以上18歳未満）



３．居住支援のための各機能の具体的な内容
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・（仮称）東野地区複合福祉施設内の短期入所（６床）のうち
１床を緊急用居室として確保（通称︓お助けショートステ
イ）

・緊急の要件は『家族・本人が緊急と考えるもの』とし、原則3
泊の利⽤を上限とする

・短期入所の支給決定を受けていることが望ましいが、支給決
定のない者の受け⼊れも原則⾏う

・緊急受け入れ後は、多機能拠点と基幹相談支援センターを中
心とした各相談支援事業所等が連携を図り、今後の対応を検
討

・対応の⻑期化が予測される場合は、市内外の他の短期⼊所事
業所とも連携を図り、地域全体での緊急時の受け入れ体制強
化を目指す

②緊急時の受
け入れ・対応



３．居住支援のための各機能の具体的な内容
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・（強度）⾏動障がい・自閉症児者に対応できる直接支援の人
材の育成は、多機能拠点が担う

・相談支援の人材の育成は基幹相談支援センターが担う

④専門的人材
の確保・養成

⑤地域の
体制づくり

・基幹相談支援センターと多機能拠点における⽀援実践例を蓄
積し、⾃⽴⽀援協議会等を通じて共有することで、地域の事
業所の⽀援⼒強化、地域における受け皿の確保につなげる

③体験の
機会・場

・（仮称）東野地区複合福祉施設内のグループホーム（18床）
のうち１床を体験用居室として確保（通称︓お試しグループ
ホーム）



４．浦安市が目指す地域生活支援拠点のイメージ
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併用整備型（多機能拠点と面的整備の併用型）

⑤地域の体制づくり

（仮称）東野地区複合福祉施設内
【機能】
②安心かけつけ
（緊急を想定した相談〜危機介⼊）

②お助けショートステイ
（緊急受入れ・対応）

③お試しグループホーム
（体験の機会・場）

④人材の確保・養成（直接支援）
⑤地域の体制づくり

【機能】
①相談
（24時間365日の相談受付）
（危機介入後の課題解消の舵取り）

④人材の確保・養成（相談支援）
⑤地域の体制づくり

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
⑤地域の体制づくり

障がい福祉サー
ビス事業所

多機能拠点

連絡・調整

連携

移⾏

移⾏

★面的整備

取組み報告・事例の共有

～ 入所施設のない浦安市で、多機能拠点をベースに、障がいのある人の地域生活を地域全体で支える仕組み ～

協⼒

支援

連携

助言・
フォロー

ケース検討・支援
実践例の共有

連携

多機能拠点と共同で支
援方法の検討・検証

増床・受け入
れの検討

ケース会議参加等に
より課題のある対象
者・家庭を把握

⻑期的⽀援で相
談支援事業所を
後方支援

ケース検討・事
例共有による⼈

材養成

相談支援の
人材育成

基幹相談支援
センター

緊急受け入れ
対象者の“出口
⽀援”に協⼒

スキルアップ
研修を実施



５．地域生活支援拠点の整備・運営における
今後の課題・方針
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●⾯的整備の資源不⾜
・短期入所やグループホームが少なく、多機能拠点での緊急受け入れ後の出口

支援が課題

・地域での安⼼した⽣活につながるための地域移⾏・地域定着を担える相談⽀

援事業所の不⾜が課題

●医療的ケアに対応できる短期⼊所・グループホームの整備
・医療的ケアを必要とする⼈に対して⽀援ができる看護師等の⼈材不⾜が課題

事業所と医療機関等の役割分担を明確にし、連携を図りながら地域全体で⽀

える仕組みを構築していきたい

●事業所間の連携の仕組み
・⾯的整備を円滑に進めるために、事業所間の連携の仕組みを検討する必要が

ある



グループホーム（GH）や将来の暮らし方について考えておくこと
●そもそもご本人の意思は？→ご家庭でGHを含めた将来の暮らし方について話し合っていますか？

●GHを含めた障害福祉サービス利用には、基本的には手帳か自立支援医療受給者証が必要です。所持していますか？

●GHについてどのくらい理解していますか？ ・住みたい住居タイプ（一軒家・2DK・ワンルーム）は？
・夜間の職員の有無は？ ・食事提供は？ ・GHの場所は？
・ご本人に必要な支援は？（ADL面・困りごとの相談・服薬支援・金銭の支援

・人との関わり方・寂しさの解消 など）
「見て」「知って」「体験する」

●GHは基本的に日中活動の場が別に必要です。
どこに通いますか？（生活介護・作業所・職場・地域活動支援センター・デイケアなど）

●GHを含めた暮らしの相談ができる人はいますか？（GH等支援ワーカーはGHを検討するならこれらの人と連携します。）

相談支援専門員・通所先の職員・市役所の職員・就労センター職員・基幹相談支援センター・病院のワーカー など

●GHは暮らし方の一つにすぎません。メリット・デメリットをどのくらい把握していますか？→別紙参照

●GH生活でのお金について考えていますか？
・イニシャルコスト＝家具・引っ越し代・保証金・保険など ・ランニングコスト＝家賃・光熱水費・食費・日用品費 など
・GH以外での出費＝昼食代・趣味のお金 など ・その他突発的な出費＝家電の故障、急な病気やケガで発生する医療費

●GH入居に向けて準備はどのくらいしていますか？↓→ショートステイ・レスパイトなど泊まりの経験や練習
家事・買い物・交通機関利用・服薬・お金の使い方の練習・他の誰かに困りごとを相談すること・表現すること

●GH以外の暮らし方を考えていますか？→支援付き単身生活・宿泊型生活訓練事業所・入所施設・シェアハウス など

議題２資料



入居者・世話人など相性の良い人と住むと、楽しい・安心。

グループホームによってはバランスの取れた食事が出る。

グループホームによっては夜中に相談・介助できる人が居る。

グループホームによっては掃除や洗濯などの支援が受けられる。

グループホームによっては家庭的な雰囲気・街の中の普通の生活

（訓練）施設より小規模人数での生活が送れる

グループホームや通所先で仲間ができるかもしれない。

入居時は、他の入居者や世話人と相性が良くても、メンバーが変われば確証できない。

他人と暮らすのだから、良くも悪くも煩わしさは否めない。

知らない他人と共同生活を送るので、ルールが設定されているホームが多い。

住まいの場かつ少人数での暮らしの中の支援なので一度ボタンを掛け違うと修正されづらい

４～６人に対して１名の職員配置の為、至れり尽くせりの支援が望みにくい。

通所先が必要なので、日中も夜間も人間関係にさいなまれる可能性がある。

空いているグループホームの数が少なく、支援の質や内容・場所・住居タイプを選べない。

メリット

デメリット

どんな建物にするのか、誰
を受け入れるのかは運営者
である事業者が決定し、ど
のような支援を提供するの
かを、入居者と共に一緒に
作り上げていく場所

いろんな家庭の特徴があ
るように、グループホー
ムの数だけ特徴がある。



議題３資料 平成 30 年度第 2 回・第 3 回地域生活支援部会で出た主な意見

（雇用・就労に関して感じる現状の課題）

○第 2 回（主に障がい福祉サービス事業所側が感じる課題）

・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

○第 3 回（主に当事者側が感じる課題）

・１事業所で色々な種類の作業を行える環境が必要

・空きがある事業所におさめるようなことをしなくて良い状況になってほしい

・Ｂ型か生活介護かで悩む（送迎の有無も選ぶポイントとなっている）

・特別支援学校の先生に福祉サービスについての理解が必要

・アセスメントで、本人のことを理解し適性を見つけることが重要



８ 前期計画の評価

平成２６年度に策定した「浦安市障がい者福祉計画（平成２７年度～平成２９年度）」

について、主な事業の平成２８年度までの進捗状況を把握しました。

その結果、進捗状況は「計画どおりの進捗状況」の B 評価が９９事業（９３．３９％）

と最も多く、「計画以上の進捗状況」となった A 評価は２事業のみ（１．８９％）で

す。また、「計画よりやや進捗状況が遅れている」の C 評価は、全体で５事業となっ

ています。
「浦安市障がい者福祉計画（平成２７年度～平成２９年度）」

で位置づけられた施策の達成状況

項目 事業数 割合

A 評価（計画以上の進捗が見られる） ２ 1.89％

B 評価（計画どおりの進捗） 99 93.39％

C 評価（進捗がやや遅れている） 5 4.72％

合計 106 100.00％

※割合欄の「％表示」は端数調整をしています

C 評価となった５事業の内訳は、「Ｕコミサポート事業／障がい福祉課／聴覚に障が

いのある方に対し市役所閉庁時に委託事業者が電話代行を行う」、「意思疎通支援事業

／障がい福祉課／手話通訳者の派遣や入院時のコミュニケーションの支援を行う」、

「障がい者福祉推進事業（サポートファイル）／障がい事業課／相談支援事業所や障

がい福祉サービス事業所等で作成する支援計画等の連携のため、障がい特性や支援内

容を記録し、家族や関係機関が情報共有する“サポートファイル”の周知・活用を図

る」、「障がい福祉サービス等従事者住宅手当支給事業費補助金／障がい事業課／従業

者に住宅手当を支給している障がい福祉サービス事業者等に対し市内在住の従業者分

経費の一部を補助し、従業者の確保と離職の防止を図る」、「道路等復旧事業／道路整

備課／東日本大震災の災害復旧とあわせて誘導ブロックの復旧や道路整備を行う」と

なっています。

進捗状況が遅れた理由としては、「翌日の日中に対応できる場合が多く、夜間等の対

応依頼が少ない状況がある（Ｕコミサポート事業・意思疎通支援事業）」、「障がい児へ

の配付は進んでいるが障がい者への配付が進んでいない（サポートファイル）」「他事

業の遅れによる進捗の遅延（道路等復旧事業）」がありますが、一方で「平成２９年７

月に実施済（障がい福祉サービス等従事者住宅手当支給事業費補助金）」と、平成２９

年度末の前期計画終了期間までに「計画どおり」とすることができた事業もありまし

た。

進捗に遅れの見られた事業は、前期計画から引き継ぎ、今期も実施していきます。

議題４資料１



●障がい者福祉計画（平成２９年度）実績：平成28年度までの進捗状況がＣ評価だった事業について

担当課 事業名 事業の概要
平成29年度
実施状況

平成29年度の実施内容

障がい福祉課 意思疎通支援事業

意思疎通支援事業（手話通
訳者の派遣や入院時のコ
ミュニケーションの支援を
おこないます。）

予定どおり

○平成29年度実績
・手話通訳者：８人
・要約筆記奉仕員：９人（手書き４人、パソコン５人）
・窓口相談件数：970件
・手話通訳者派遣回数：395件
・要約筆記者派遣回数：156回

障がい福祉課 Uコミサポート事業

聴覚に障がいのある人が意
思の疎通を図る上で支障が
ある場合などに、市役所が
閉庁している時間に電話代
行業務を行います。

予定どおり

平成22年度より委託により実施。
○平成29年度実績
・対象者数：219人（手帳保持者）
・年間利用回数：18件
（平日6件、土日曜・祝日12件）
（日中7件、時間外・早朝11件）

障がい事業課 障がい者福祉推進事業

サポートファイルの作成・
配布等をはじめとする各種
事業を行い、障がい者福祉
の知識の普及・啓発を図り
ます。

予定どおり

サポートファイルの配布、職員向け研修、障がい者週間記念イベ
ントの開催等により、障がい者福祉の知識の普及啓発を図った。
○平成29年度実績
・サポートファイル配布数：103冊
（こども発達センター50冊、事業所計48冊、事業課5冊）
（参考）
・職員研修：4/11(新採職員)、11/11(管理職)、3/1(消防職)

障がい事業課
障がい福祉サービス等事
業者住宅手当支給事業費
補助金

障がい福祉サービス等事業
者に対し、従業者への住宅
手当の支給に要する経費の
一部を補助し、人材の確保
と離職の防止を図ります。

予定どおり

平成29年７月より開始
※交付事業所には、夜間や土日祝、重度障がい者に対してサービ
スを提供すること、市と災害時の福祉避難所の協定や要援護者の
介護支援の協定を締結することを努力義務としている。
○平成29年度実績
・交付事業所数：４か所
・対象人数：10人
・対象延月数：70月
・交付額：1,400,000円（月額20,000円×70月分）

道路整備課 道路等復旧事業
災害復旧とあわせて、誘導
ブロックの復旧や道路の整
備を行います。

やや遅れている

入船地区/富岡地区/弁天地区/舞浜地区/美浜地区/東野地区の災害
復旧工事を行いました。
○平成29年度実績
・決算額：1,207,814,000円

議題４資料２



●平成 29年度・30年度 自立支援協議会及び部会での議題一覧

名称 目的 主な課題 H29 年度・30 年度の議題（H30.12 月まで）

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
○部会活動報告等、部会からの事例報告
○講話（地域生活支援拠点について）
○(仮称)東野地区複合福祉施設及び地域生活支援拠点について

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
○基幹相談支援センター等の事業計画・実績報告及び検証・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

○Ｕモニアンケート実施結果について
○こころのバリアフリーハンドブックの活用
○イベント「障がいのある人もない人も」について
○広報・啓発活動について

障がい者虐待防止に関する事項 ○権利擁護センターについての実績報告

成年後見制度の普及に関する事項 ○成年後見制度の実績報告

障がいを理由とする差別の解消に関

する事項

○浦安市障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例
「わかりやすい版」について
○浦安市障がい者差別解消推進計画の報告と取組について（平
成 28～30 年度）

（その他）
○障がい者福祉計画について
○(仮称)東野地区複合福祉施設及び地域生活支援拠点について

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
○まなびサポート事業について
○サポートファイルを活用した教育と福祉の連携

相談体制の充実に関する事項 ○浦安市の地域資源を知る（ミニレクチャー）
○組織・団体の連携について

（その他）

○青少年サポート事業について
○災害時の備えについて
○(仮称)東野地区複合福祉施設及び地域生活支援拠点について
○障がい者福祉計画について

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
○サービス等利用計画の現状について

相談支援事業の充実に関する事項

○基幹相談支援センターの事業計画について
○意思決定支援について
○地域課題・事例検討
○相談支援部会のショートゴールの設定について(今後の展開)

（その他）
○(仮称)東野地区複合福祉施設及び地域生活支援拠点について
○障がい者福祉計画について

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
○就労支援センターの実績の報告
○浦安福祉事業体の活動報告
○雇用・就労支援の推進について

障がい者の住まい・地域定着に関する

事項

○講話（地域生活支援拠点について）
○住まいの場について
○グループホーム視察報告
○グループホームに関する情報提供について
○(仮称)東野地区複合福祉施設及び地域生活支援拠点について

障がい者の地域でのくらし全般に関

する事項

○障がい者福祉計画について
○障がい福祉サービス等従事者住宅手当支給事業費補助金につ
いて

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
○意思決定支援の取り組みについて
○障がい福祉ガイドブックについて
○市内施設見学（グループホーム等）

地域課題の提案に関する事項 ○Ｕモニアンケート実施結果から見えてくるもの

（その他） ○障がい者福祉計画について

合同部会

部会間等の情報交換と連携
○部会の活動報告
○市内施設、事業の実績報告

講演会
○「成年後見制度の基礎知識」
○「これからの障がい者支援」

議題５資料


