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平成30年度第３回浦安市自立支援協議会権利擁護部会 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 10月 18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

ＮＰＯ法人フレンズ（サブリーダー）

浦安手をつなぐ親の会、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

浦安市聴覚障害者協会、千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ、ＮＰＯ法人あいらんど

ＮＰＯ法人発達わんぱく会、ＮＰＯ法人タオ、浦安市自治会連合会

介助ボランティアグループあいあい、千葉県弁護士会京葉支部、浦安商工会議所、浦安警察署

株式会社オリエンタルランド、市川健康福祉センター、福祉部（次長）

４．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

（２）Ｕモニアンケート実施結果について

（３）その他

・第２回作業部会を受けて（バリアフリーハンドブック活用について）

・ヘルプマークストラップ配布・周知状況について

・11月４日イベントについて

５．資料

（１）議題１資料 地域生活支援拠点の検討状況

（２）議題２資料 Ｕモニアンケート実施結果について

（３）議題３資料１ ヘルプマークストラップ配布・周知状況について
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（４）議題３資料２ 広報うらやす12月１日号を活用した「障がい者週間」ＰＲについて
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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権利擁護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等で公開いたします。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の記載をいたしますので、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

言の後に団体名と氏名を述べていただき、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、サブリーダーにお願いしたいと思います。

サブリーダー：議事進行を務めさせていただきます。よろしくお願いします。

はじめに、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、事務局

から説明をお願いします。

事務局：浦安市の東野地区複合福祉施設及び地域生活支援拠点について、お話します。

「拠点の検討状況 平成 30 年９月６日 障がい事業課」という資料があるかと思います。こちらに

沿って説明します。

こちらは、先日開催された地域生活支援部会において報告し、委員の皆様と共有した資料です。本日

も、皆様と共有ができればと思っております。

そもそも地域生活支援拠点とは何か、整備の目的ということで、国からの指針が書いてあります。

読ませていただきますと、障害者等の重度化・高齢化や「親亡き後」に備えるとともに、重度障害の

方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、といった内容でして、

緊急時の迅速・確実な相談支援の実施・短期入所等の活用。そこには、地域における生活の安心感を担

保する機能を備えるといった内容。

次に、体験の機会の提供を通じて、施設や親元からグループホーム、一人暮らし等への生活の場を移

行しやすくする支援を提供する体制の整備ということで、障害者等の地域での生活を支援するといった

内容が書かれております。

実際に拠点とはどのような機能を有するのか、必要な機能を５点ほど確保しなさいという話が出てお

ります。

その５点、１つが相談の機能、２つ目に緊急時の受け入れ・対応、３つ目に体験の機会・場、４つ目

に専門的人材の確保・養成、そして地域の体制づくりといった項目となっております。

続いて、東野地区複合福祉施設や地域生活拠点というのはどういったものか、お話します。

東野小学校、保育園、総合福祉センターが並んでいますが、その隣、福祉センターの間、元の給食セ
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ンターのところに、建設の予定となっております。

４階建ての通所棟と、３階建ての居住棟の２棟から成っておりまして、通所棟には、身体障がい者福

祉センターや防災備品庫、地域福祉センターの機能としての会議室がそれぞれの階に入る。２階には生

活介護事業所、３階には地域活動支援センターⅠ型や、指定特定相談支援センターなどが入る。４階に

ソーシャルサポートセンターが入る予定となっております。

居住棟は、後ほど詳しく説明したいと思いますが、障がい者のグループホームやショートステイ、ま

た子育て短期支援事業所やお子さんのショートステイなどの機能を有するところが入る、といった内容

となっております。

次に浦安市が目指す生活支援拠点というのはどういうことか。拠点とは、１つの場で多くの機能を取

り入れていく多機能拠点整備というのと、これまでの市内に有する機能をそれぞれ活用していく面的整

備の２つの側面がありまして、どちらかの機能、もしくは両方の機能を有しなさいといった内容となっ

ており、浦安市の場合は、今後、建設予定の施設の場としての多機能拠点とともに、今ある市内の各事

業所とともに、経営をしながらやっていこうという面的整備との混合型を考えております。

多機能拠点を中心にして、市、グループホームや短期入所や基幹相談支援センター、各事業所が周り

に円となっていただきながら、お互いが協力し合っていきましょうといった内容です。

先ほど５つの機能をお示ししましたが、その機能、何をやるんだというお話をしたいと思います。

まず相談ですが、浦安市の相談支援事業所の一覧表を掲載しております。まだまだ地域移行や地域定

着が少ない状況となっております。また、難病の方を対象とする相談支援も少ない状況であると思いま

す。

相談として、障がい者緊急支援事業を考えております。こちらは既に事業として行っておりまして、

単身の身体障がいの方ですとか、また、知的障がいの方で、ご家族はいるけれども、いろいろなトラブ

ルが家庭内で発生して、お一人では、もしくはご家族では対応が困難になってしまって、急を要する場

合に、連絡をして事業者が駆けつけトラブルに対応するといったような機能を入れていきたいと思って

おります。

これまでは、身体障害者手帳等を有する身体障がいの方や療育手帳を有する知的障がいの方他、とい

う対象でしたが、今回新たに学齢以上 18 歳未満で、療育手帳もしくは精神障害者保健福祉手帳を所持

する障がい児の方も対象に入れようということに思っております。

続いて、機能②緊急時の受け入れ・対応。浦安市の現状、短期入所事業所がどの程度市内にあるのか

挙げています。

大体、おおむね２名までとか３名、あと全員が空床利用型というところで、全部で５カ所の事業所か

ら成っておりまして、不足している状況がうかがえます。

では、実際に拠点に入ったらどうするのか、緊急用居室を１部屋確保する、名称「お助けショートス

テイ」を考えております。

これまで緊急時といいますと、例えば冠婚葬祭とか養護者のご病気などが上がるかと思いますが、今
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回の機能で考えているのは、ご家族やご本人が緊急と考えるものは受け入れましょうという、緊急とい

う意味合いを拡大、緩和していくところとなっています。

機能③体験の機会・場について。

市内のグループホームを掲載しております。現在、６事業所、定員 62 名のグループホームから成っ

ており、約 17 万人口の浦安市としては、まだまだ不足しているのではないかと感じております。その

中で、東野でも体験の場を１部屋確保したいと考えております。

名称「お試しグループホーム」で考えております。地域移行支援や親元からの自立等にあたり、障が

い福祉サービスの利用や一人暮らしに向けた体験の機会・場を提供するため、共同生活援助のうち常時

１床を体験用居室として確保し、体験の利用に供すると考えております。

続いて、機能④専門的人材の確保・養成、⑤地域の体制づくり。それぞれ拠点において、人材確保・

養成とか、地域の体制づくりをしなさいと書いております。

専門的人材養成としては、この施設に参入予定のふる里学舎、社会福祉法人佑啓会が運営を担ってい

ただく予定ですが、この間から自閉症支援者スキルアップ研修ということで、各事業所さん相手に開催

しており、いろいろな機会で皆さんのところにもお邪魔できればと思っております。そういったところ

で、佑啓会が地域の中に少しずつ入ってきている状況です。

また、地域の体制づくりとしては、それぞれの連携の体制を構築できるようなコーディネーター役と

して、この拠点で担うというような役割かと思います。

続いて、５。グループホームというのはどのようなものか挙げています。

利用定員が 18 名のグループホームとなっており、６名の３ユニット。そのうち体験利用枠、お試し

グループホームを１枠設ける内容となっております。家賃も部屋によって異なると考えております。

18 名のグループホームをどういった対象の方、利用者の方をイメージしているか。佑啓会との話で、

重度の方を最低３分の１以上、６名以上入居してくださいという条件、既に約束になっており、支援区

分４以上とうたってあるのですが、一応、重たい方、重度の方を想定して、６名以上受け入れてくださ

い。支援区分が３以下の中・軽度の方を６名程度。おおむね３年以内を目安に、アパート等に移行して

いく通過型の居室として５、体験利用として１名といったところで、18名となっております。

９月６日の時点では、それぞれ利用期限を重度の方の６名、また中・軽度の方の６名は、利用期限は

なしということで報告しているのですが、委員の皆様からは、重度の方を増やしてほしいとか、利用期

限も設けたほうがいいのではないかというお声をいただいております。実際に佑啓会とこれまで月に一、

二回程度、定期的に運営面、運用面でお話をしてきており、年に１回、モニタリングは必要だよねとい

うようなところでお話もしておりまして、利用期限というのも検討していかなければいけないのかなと

思っているところです。

16 スライド目はグループホームの入所選定方法となっております。これまでもグループホームに空

き室が発生したら、既にエントリーしていただいている方に再度入居の意思の確認を行い、入居の意思

のある方を対象に選考の会議を開催します。今回の東野のグループホームについては、これまでの選考
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とは若干異なって、恐らく大勢エントリーされるとは思うのですが、それぞれ重度とか中・軽度などの

カテゴリーに分けて、そこから優先順位群を作成して、それぞれ検討していくというような方法を考え

ているところとなっております。

６．今後の検討課題、基幹相談支援センターとの役割分担、地域生活支援拠点機能の評価・検証方法、

精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムといったところが、当面の課題かとに思っております。

駆け足になってしまいまして申しわけありませんが、以上です。

サブリーダー：それでは、ただいまの説明に対し、ご質問やご意見等はありませんでしょうか。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：障がい区分で分けるというのはなるほどと思ったのですが、

この部屋の配置を見ていて、不安に思ったのです。男女はどういうふうに考えておられますか。安全面

とかトイレとかお風呂とか。

事務局：男女はそれぞれ分けて、その中にもユニットによって重い方、低い方というようなところを考えてお

りますので、男女混合とかというようなイメージではないという、その辺の配慮は必要なのかなと思っ

ております。

サブリーダー：千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ、よろしいでしょうか。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：部屋は１人に１室ですか。

事務局：はい、そうです。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：隣に男性がいるということがあるわけですよね。そんなこと

あり得ないですよね。本当言うとそういうことはあり得ないと思うのですけど、この理屈だとそういう

ふうに見える。普通、男性も入る、女性も入るだと、同性を分けて、風呂上がりの姿が見られないよう

に、部屋まで行けたりするようになっていたり、トイレが全然離れたところにあったりするようなこと

があると思うのですけど、これがそういうふうに見えないもので不安に思っています。女性の、もしく

は女の人が入れるグループホーム、市内にすごく少ないし、選べる種類も結局少なくなっているので、

障がいの重い軽いももちろんあって、それは配慮していただいているのは理解できたのですけど、女性

が入れる、もしくは申し込めるような状態になっているグループホームという発想で企画されているの

かどうかというのを心配になりました。

事務局：わかりにくくて申しわけありませんが、男女というところも配慮は必要かなと思っておりまして、そ

の辺も話をしているところです。また、女性専用というところもあわせて今後、事業所に求めていく必

要があるのかなと思っております。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：そうするともう一声ですが、障がいの重い軽い、区分で枠が

ある。男性と女性はどのくらいの割合、どういうふうに考えておられるでしょうか。

事務局：その辺も３つのフロア、ユニットから成りますので、今後、余り差が出ないように検討していく必要

があるのかなと思っています。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：市内も、ＮＰＯ法人あいらんどのところは女の子は入れるの
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ですけど、現実に少ないじゃないですか。はっきり言うと、１対１なんですか。それとも５対１とか、

そういうのですか。

事務局：スライド 14、２階・３階の配置図というのが、細かいのですが、真ん中のところで一応、ユニット、

仕切れるように考えております。動線を切るように考えております。この中で男女の区別をしていかな

ければいけないかなとは考えておりますが、今、具体的に男女比について、イメージしているものとい

うのは特別なくて、入居の希望者の動向を見ながら、決まってくるものと考えております。

以上です。

サブリーダー：千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ、よろしいでしょうか。

それでは、浦安手をつなぐ親の会、お願いいたします。

浦安手をつなぐ親の会：相談の場のところで、障がい者緊急時支援事業をもう浦安市ではやっていますという

ことは、確認ですが、グループホームねこざねをつくったときに、南台五光が担っていることとイコー

ルで、そのことですよね。

事務局：そうです。おっしゃるとおりです。

浦安手をつなぐ親の会：これだけ区分４以上ってやっぱりあれがあったので、もっと若い方にも使える、緊急

時というのだから、それを考慮してほしいということも大分声が上がっていたんですね、会員からも。

それで結局、学齢以上18歳未満というところも入ってきているということでいいですね。

事務局：はい。

事務局：すみません。この資料から区分のお話が抜けていたのですが、おっしゃるとおり、今、区分４から６

の方が緊急時支援事業の対象で、南台五光さんが知的の緊急支援事業、社会福祉法人宏仁会さん、これ

は浦安の堀江で清風荘という地域密着型の特養をやられているところですが、清風荘から身体の方の緊

急時に駆けつけてもらっています。

今回、新たに考えている緊急時支援事業では、対象者の年齢というところで、いわゆる学齢以上のと

ころまで拡大するのとともに、区分の撤廃、重い人しかいけませんというのもなくそうというのもあり

ます。資料に入れなければと思っていたのですが、大分拡大をします。相当数、だから、登録したいと

いう方が増えるのではないかなと。でも地域の皆さん、安心して生活していただくには、本当に重い方

ではなく、軽度の方も、重度の方も、お子さんを持つご家族の方も大変な場面ってたくさんあると思い

ますので、緊急時については、拡大というところでさせていただけたらと思っています。すみません、

補足です、ちょっと。

浦安手をつなぐ親の会：確かに今、事務局がおっしゃったとおり、行政の頭の中で考えていないで、明記して、

例えば区分は廃止しますとか明記していただかないと、障がい者にとってはどういうことなのかと。４

以上なのかと考えてしまうので、きちんと書いていただきたいと思います。

それから、９スライド目の浦安愛光園と、浦安ショートステイのこの２つって、高洲の特養のところ

にあることでいいですね。わかりました。

もう一つ、さっきの区分の話で、グループホームの話が出ましたが、この間の会議でも、６というの
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は、計算上の６ですよね。結局、区分４以上を何％にしなくちゃいけないということで最低限は６とい

うことで、出てきたと思うんです。だけれども、区分４以上というのは、普通の民間のグループホーム

をつくる方たちにとって非常にリスクが多いと思うんです。だから、そういう意味でも行政が区分４以

上のところでたくさんつくっていただかないと、一般のつくっているほかの人たちも、なかなかつくれ

ないのではないかなと思うんです。タオさんにしても、フレンズさんにしても、あいらんどにしても、

そこが区分３以下の人たちが担うという形ですみ分けていかないと、浦安の場合は非常に土地も高いし、

土地もないし、その後で結局、４になると、いろいろな法の規制がすごく厳しいですよね。だから、そ

ういう意味からも行政に担っていただきたいなと思っております。

それと入室査定方法ですが、東野に関しては、別枠で募集するということですか。グループホーム、

例えば待機、順番で待っていますよね。東野だけ別に募集するという、さっきの答えではそういうふう

に感じたんです。それを確認したいのですけど。

事務局：確かに既にエントリーされている方がいて、この設定というのが、市が整備に補助金を出したグルー

プホームのみが対象になっているんですね。だから、独自で建てられたグループホームの入居に関して

は、当然入っていないんです。今、待機のリストもあって、いらっしゃいます。

東野についても、整備費を出したグループホームと同じような扱いにし、この選定にかけますという

ところで、あとはできたときに、これからですが、入りたい方というのは募集をかけます。だけど今、

リストに載っている方もいらっしゃいますので、そういった方たちからも、もちろんどうしたいかとい

うことはお聞きした上で、「東野は絶対嫌です」と言うのであれば、それはあれですけど、希望があれ

ばきちっとそこも含んだ上で、選定していくというようなイメージになります。

浦安手をつなぐ親の会：合計ということですよね。合算という感じですよね。前にエントリーしている人も、

結局、東野を希望している人も一緒に算定するということですよね。

事務局：きちっとこういうところでさせてもらって持ってくるということです。

浦安手をつなぐ親の会：先ほどの事務局の説明では、別にやるという感じに一言あったので、「えっ」という

ふうに思ったので。全部一緒ということですね。わかりました。

以上です。

サブリーダー：ありがとうございます。

ほかにご質問やご意見等はありますでしょうか。

浦安商工会議所：いつごろオープンするのかを教えていただきたいのと、あと 15 スライド目に書いてある利

用者のイメージというのがありまして、素人で大変申しわけないですが、１、２番については、ずっと

ここに住むことができるということなのでしょうか。

それと３番の方は３年以内ということと、４番の方についてはお試しということなので、１、２番に

ついては定員が12名でずっとここに住んで、変な話、死ぬまでずっと住めるのでしょうかね。

それと、先ほど議論になりましたが、市内に実際に待機している方は、障がいの支援区分にもよるの

でしょうけどどのくらいで、どのくらいの部分が足りないのかというのが、実数でわかれば教えていた
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だければと思います。

以上です。

サブリーダー：事務局、お願いいたします。

事務局：ナンバー１、２の利用期限ないというところで一生のところなのかというお話ですが、ここのところ

でこの資料を出すと、かなりここの部分、お声をいただいています。区分３の方は今、国の方針でも地

域で暮らすというところが進められているところで、定住とかずっといるというところを市が用意する

のはおかしいのではないかというお話もいただいていたりしますので、今、第一報としてこの資料、つ

いていますが、そういうお声を考慮して、利用期限については、見直しを図ろうかなと思っています。

なので、次、また皆さんにお伝えする際には、また違ったものが出てくるかなと思っています。

事務局：待機者の状況については、ここにリストはないのですが、たしか男女合わせて 17 名が待機している

状況です。この中には東野だけを希望する方は、今のところ含まれていないので、今どこか空いたら入

りたいという方が17名いるという理解でお願いいたします。

以上です。

事務局：オープン時期については、当初、平成 32 年４月という計画あるということでお話をしてまいりまし

た。ただ、建築工事の入札が不成立になってしまいまして、建築工事の着工が３カ月遅れるというふう

なことです。ただ、当初の建物の竣工、平成 31年 11月を予定しておりまして、３カ月遅れで今、進ん

でいるのですが、となると、32 年２月には完成するかなということで何とか４月オープンにこぎ着け

たいということで、今、各機関と調整を図っているところでございます。

なので、中に入る施設全部が４月オープンできるかというと、調整の中で遅れる部分もあるかもしれ

ませんが、既存施設、あるいはグループホームに関して、なるたけ４月オープンに乗せたいということ

で、関係者で努力しているとご理解いただければと思います。

サブリーダー：よろしいでしょうか。

浦安商工会議所：そうすると、17 名待機していて、６、６、５で、アパートもあるかもしれませんが、17 名

が全部カバリングできるということなのでしょうかね。17 から 17 と、そういうことでよろしいのかな

と思って。

事務局：今、17名でこちらのグループホーム定員も 17床、18床、プラス１床ということで、ちょうど数がよ

いのではないかというお話だったかと思うのですが、東野のグループホームの開設をお待ちになってい

る方もいらっしゃるかと思いますので、現在の待機者 17 に加えて、希望者が出てくるかなと考えてい

るところでございます。

浦安商工会議所：地域のところに住みたくない人もいるわけですかね、いろいろと条件があって。

事務局：そうですね。

浦安商工会議所：まだまだつくらないと足りないという。

事務局：おっしゃるとおりです。

浦安商工会議所：わかりました。ありがとうございます。
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サブリーダー：それでは、ほかにご意見、ご質問等は。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ、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：細かいところですみません。おおむね３年で通過して出てい

く人の必ず３年で出ていくのかという担保を、どういうふうに仕組みをつくる、もしくは運用する、も

しくはそれをチェックするというようなことができるでしょうか。

サブリーダー：事務局、お願いいたします。

事務局：グループホームを新たに立ち上げようという事業所さんには、整備補助というのを出させてもらって

います。そうした資金面での援助というのは、補助金という形でさせてもらいながら、今回、この拠点

ができることで、ここでの生活をしている人たちの情報とか、生活ぶりを、地域の事業所の多くの皆さ

んにも見てもらうことで、事業所さんもつくりやすくなると思うんです、お部屋が。

つくってもあいてしまうというのが、一番、事業所さんで困ってしまうので、その状況でいけそうか

なというところで、ニーズと、需要と供給じゃないですけど、マッチングしていく中で、整備が進むの

ではないかなというのを期待しています。拠点というのはそうあるべきでないかなと。

なので、通過の方に関しては、そういった形で確実性のある整備ができていくのではないか。実際、

この方が入居するなというイメージを持ちながら、受け入れ側も準備ができていくのではないかなと。

といったところで、補助金は継続しつつ、拠点で地域の体制をつくっていく、面的に整備もしていく、

メンテも支えるという形にしたいなと、理想では思っています。

サブリーダー：よろしいでしょうか。

それでは、ご質問、ご意見等ございますでしょうか。

ＮＰＯ法人発達わんぱく会、お願いします。

ＮＰＯ法人発達わんぱく会：初歩的な質問で申しわけないですが、グループホームに関して。施設から地域へ、

ということで、国の方針に大賛成で、具体的にはグループホームだったり、また、より、地域で普通の

生活にということが進められているのはいいと思っています。その中でグループホームがさらに増える

のはいいと思うのですが、14 スライド目、大食堂があって、共同浴室があって、ぱっと見ると、施設

と変わらないという印象がある中できっとグループホームらしい運営をされると思うのですが、そのあ

たりって、どんなものを運営されますか。

サブリーダー：事務局、お願いいたします。

事務局：きっとここは、佑啓会さんの腕の見せ所なのではないかなと期待しているところなんですが、我々、

市原とか、佑啓会さんの施設はいろいろ見させてもらっているのですが、入所施設を見に行っているの

ですが、とても温かみがあって、入所のすごく地域に閉ざされた感じのイメージ、いわゆる悪いイメー

ジとは随分違って、明るく開放的で、とても清潔感もあって、私は行ったときに、明るいなと感じるよ

うな施設の運営をされている法人さんです。ここはエリア的にも小学校が近隣にあったり、住宅、隣に

はマンションもありますし、そういった中では、この図面だけ見てしまうと、確かに施設と変わらない

んじゃないかというところもあるのですが、地域の、例えば自治会とか、そういったところの一緒に参
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画していったりだとか、こういうことを通して、入所とはひと味違うものが形としてここでできていく

のではないかなと期待をしています。

あと、そのようなご意見があったことを、佑啓会には伝えたいと思います。

サブリーダー：ＮＰＯ法人発達わんぱく会。

ＮＰＯ法人発達わんぱく会：ありがとうございます。よくわかりました。

だけど、なおさら、今までいろいろご意見出ていたように、地域の今あるグループホームとのすみ分

けというのか、なかなか地域のグループホームでは受け入れられない方々だったり、準備をしてから行

ったほうがいい方々だったり、という方が中心になるとか、東野のグループホームでしかできないとか、

ここでしか受け入れられないような、そういう入居基準みたいのがあってもいいのかなと、今、感想を

持ちました。

以上です。

サブリーダー：ＮＰＯ法人あいらんど、お願いします。

ＮＰＯ法人あいらんど：今、うちのグループホームにいる利用者さんで、年々、医療ケアが必要な方がいて、

本来は、重度の人を受け入れたつもりはなかったんですけど、どんどん、大変になってくる。訪問看護

を入れるとかヘルパーさんの会社３社ぐらい入っているとか、そんな中で世話人はいつもお金のやりく

り、あとはヘルパーさんの手配とか、いろいろとあって、ここで言っていいかどうかわからないですけ

ど、行き詰まっています。

そういう方も東野の施設ができたところに、フラットな感じで移動できるのかとか、そっちのグルー

プホームに行って、いい形になればいいのかなと思うんですね。結局、持病をお持ちだったり、一緒に

食事がとれなかったり、そんなことはなかったはずなのに、お風呂介助もしているとか、最初は全然介

助していなかったのに、どんどん介護の度合いが増していくのです。

でもそれは、人間誰でも年を取るし、老化は防げないので、そういうことを考えていくと、地域の私

たちが今、つくっているグループホームから、そういうところに移れたらいいななんて、思っていて、

今いる人は移れないとか、そういうことも関係なく、フラットな状態ででき上がったときに移れたらい

いのかなと。あと、うちは今年つくって、６年目なのかな。いろいろな状況がある中で、世話人という

スタッフがやることがものすごく多いというところで、いわゆる家庭的な雰囲気のグループホームにな

ってはいるのですが、東野の大型のグループホームでは求められないのかなとか、思ったりするという

ところ。

あとはさっき事務局がおっしゃったように施設の問題、小さいところでもどんどん重度化していくに

当たって、消防法、今までスプリンクラーだ何だというのが、スルーしていたのが、来年は絶対つけな

きゃいけないとかになってくると、建物の老朽化だったりと、どんどん、課題が大きくなっていくので、

今、設置しているグループホームの問題点というか、そういうところをコーディネートしてくれる相談

できるところはないのかなって、思うんですね。基幹に言ったほうがいいのか、事業課に言ったほうが

いいのかとか、あとは、利用者さん一人一人の計画が入っていて、相談をどのくらいまで深く掘り下げ
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て、一人一人のケアをやってくれるのか。最終的に救急車を呼んだりするのは、世話人であって、ひと

り職場なので、そういうところで、緊急性をいつもひとり職場で不安を抱えているスタッフが同じだと

思うのですけど、いるんです。

だから、そういう意味では、ほんのちょっと中間的な受け皿があるといいなと思うのと、東野のグル

ープホームにものすごく期待してしまっているんですが、質問になるかどうかわからない。そういう現

状をここにいる方々にも理解してもらいたいなと思います。

以上です。

サブリーダー：事務局、お願いします。

事務局：ＮＰＯ法人あいらんどさんから既存のグループホームから東野の拠点のグループホームへというお話、

実はそういったケースというのは、我々のほうでは想定はしていなかったんですが、そういったご相談、

コーディネーション機能みたいなものというのも拠点に求められているということで、その部分をどこ

が担うかということ、今、お話にもありました基幹相談支援センターがやるのか。拠点の中でやるのか

ということ、検討を進めている最中でございます。

ただ、そういったお声をいただきながら、先ほど、今回の拠点整備の考え方で、面的とその拠点と両

面でいくというお話を申し上げているのですが、地域にあるグループホーム、あるいは拠点のグループ

ホーム、全部協力関係にありながら、事業を展開していきたいと考えております。せっかく新しい拠点

をつくるのですから、なるべく理想に近づけていきたいと考えてまいりたいと思っております。

サブリーダー：ありがとうございます。

それでは浦安警察署、お願いします。

浦安警察署：２点ほど事務局に確認をしたいというところです。

この施設で 365 日 24 時間体制というのは、わかりました。緊急用居室の確保というところで、常時

１床を緊急時のため居室として確保するということですが、今日１名入所しました、翌日、もう１名ま

た緊急的に入所したいということは可能なのでしょうか。

２つ目は、浦安市に在住されている方で、住民登録をなされていなくても、そういった障がいを抱え

ている方も、その対象になるのかというところを、質問させていただきます。

事務局：一枠、お助けショートステイで確保していますが、確かに５人フルで短期入所が通常利用で埋まり、

１が埋まってしまったら、物理的には難しいのかなというのはあるのですが、佑啓会、浦安から一番近

くて市原に本部がございます。今、法人から言われているのは、そういった部屋が埋まってしまってい

る際には、場合によっては本部機能も活用して対応しますということは言ってくれています。

あと、浦安の住民登録がない方というお話ですが、多分、浦安警察さんからは、家族とはぐれてしま

い帰れないって、そういうこともあるんですよね。必ずしも浦安の方じゃない方が、夜の時間を迎えな

くてはいけない場面って、年に数件は私たちも警察さんからもありまして、私たちもお聞きすることも

あります。この辺も法人では、実際、市原でもそういった受け入れ、要は市外の人がぽつっと浮上して、

やっていますということです。なので、浦安の拠点でも場合によっては住民登録あるなしにかかわらず、
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もうこれから夜を迎えなくてはいけない。緊急性もあって、でもとてもお一人にしておくわけにはいか

ないという場面では、対応するかなと。翌日、日が昇った段階できちっと身元ですとか、もともと住ん

でいらっしゃる援護市町村等とやりとりして、そこは円滑に進めるというところで考えています。

浦安警察署：ありがとうございました。

警察として非常に心強く感じております。今後ともよろしくお願いいたします。

サブリーダー：株式会社オリエンタルランド、お願いいたします。

株式会社オリエンタルランド：事務局に問い合わせですが、前回の自立支援協議会で、浦安警察署の方からご

質問で、緊急時にショートステイというか、１室しかない。拠点の役割と地域のグループホームとのす

み分けでいうと、会長から、利用者の方は互いに顔見知りで、まずは地域のグループホームにお声がけ

するんだと。そして、最後のとりでとして拠点で受け入れていくので、１室というところで少ないとい

う見方もあるけども、大丈夫なのではないか。まずは地域のグループホームが優先ですよというお話が

あったかと思うのですが、今日は、実際にオペレーションする事業者の方の声として、決して悪い話で

はないのですが、その会社の能力を活用して浦安のみならず、自分たちのテリトリーの事業所でもカバ

ーするよというお話をいただきましたが、前回のお話と、私の中で理解が異なって、理解ができない面

があったのですが、いかがでしょうか。

事務局：株式会社オリエンタルランドのおっしゃるとおり、先日の自立支援協議会ではそういったやりとりが

ありまして、この 10 スライド目にもあるのですが、緊急利用の基準というところで、まずは、市内の

短期入所事業所に受け入れを打診し、いずれの事業所も、もういっぱいですよとか、そういった対象の

方だと難しいかもとかという受け入れ不可の場合に、本当に最後のとりでとして、拠点の短期お助けシ

ョートステイという流れで考えていることは、今も変わりはありません。ごめんなさい。私が先ほど言

ったときに、ここの話が欠落していたので、紛らわしい説明になってしまいましたが、そういった地域

の短期入所事業所も飽和、いっぱいだったり、受けられません。そして、かつ、ここの拠点も、もう５

と緊急の１、埋まっちゃっていますというような状態のときに、そういった本部機能も活用するという

ところです。なので、株式会社オリエンタルランドのおっしゃるとおりで、すみません、そこの説明が

抜けていまして申しわけなかったです。

サブリーダー：質問、ご意見ありますでしょうか。

浦安市自閉症協会、お願いします。

浦安市自閉症協会：15 スライド目ですが、３番に、おおむね３年以内を目安にアパートなどにと書いてある

のですが、揚げ足取りみたいになっちゃうかもしれないのですが、今の話の流れだと、ここで練習して、

またその先の地域のグループホームみたいになっていたのが気になったので。東野の保護施設の話なの

で、そういう話になっちゃうのかもしれないのですが、多分、アパートにって考えたときに、また違う

大きな課題があると思うんです。そのことをどれぐらい重要なこととして考えてくれているのかなとい

うのと、物理的にどう考えてもこれは施設で、中身のことを一生懸命頑張ってもらうのはもちろんだし、

違いは出るとは思うのですが、客観的に見てというか、外から見た人は、施設に見えると思うんです。
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大きなアパート１軒のグループホームにも見えなくないかもしれないのですがけど、ただ、利用者側と

いうか、どっちかというと、保護者と思うのですけど、重い方は、すぐ目に浮かぶようなイメージのグ

ループホーム、普通のお家でとか、ああいうのはものすごくハードルが高いと考えていて、今でも施設

もあれば施設に入りたいという人も実際いるんです。少数派であろうと、いることは事実で、この形の

ものを望んでいる人も確実にいると思うんです。

ただ、重いとか軽いとか関係なく、その人の持っているスキル、私は、重いとか軽いとかというその

区分よりも、その人の持っているスキルとかが重要になってくると思っているのですけど、わかりやす

く言えば、ということで重度軽度という話はしますけど、大変さを抱えている人ほど、民間で、そこの

事業所だけでやっているところは受け入れるのは大変だというのはすごくわかるので、行政とかかわっ

ているところほど、困難な人を受け入れてほしいなというのは、住居のことだけでなくて、就労の面も

思っています。なので、佑啓会さんがせっかく６名以上と言ってくださるので、この併用６って、合わ

せてあるのは、もしかしたら、軽度の人の反発を気にしてというのも、あるのかなとも、思ったりもす

るので、重度の人は選択肢がとても少なくて、民間の人には負担が大き過ぎて、結局、民間だと断ると

いう選択肢ができちゃうので、そういう意味で大変だから、行政側でつくったもので受け入れるんだと

いうふうに、強く言ってもいいんじゃないかと思っています。重度の人をというか、困難な例を受け入

れると言ってもいいのではないのかなと思います。

ここは重度の人がということをすごく言われていた気がするのですよね、これをつくるよという話の

ときに。なので、そこにまた改めて元に戻るというか、考えていってもいいんじゃないかなということ

と、軽度の人たちで、地域に出られる人から地域に出ていかないと。不安かもしれないけど、本当に一

般の人たちの理解って広まらないんですよね。なので、障がい者の側から、つくってという声があった

としても、つくりましょうと言うのと同時に、難しいと思うのですけど、アパートとかで障がいのある

人も一人暮らしが可能になるようにする方も同時にやっていかないといけないよということをずっと忘

れないでいてほしいなと思っています。

自閉症協会の中で話ししても、グループホームといっていても、詳しく聞くと人それぞれ違うんです

よね、グループホームの形も。いわゆるシェアハウスみたいなところでオーケーかといえば、相性の問

題が出てくるとまたやっかいで。本当に一人一人違うので、当たり前のことだけど一人一人のニーズが

違うというところから離れずに、こういう施設みたいな大勢の人が入るというところをつくっていくと

しても、そのことを忘れちゃいけないし、忘れないでほしいと思っています。

以上です。

サブリーダー：千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ、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：私たちの子どもがもし使うとすれば、ということを考えた場

合に、この利用者イメージの多分３以内、これか２以下になるのかなと思いながらいたのですが、２は

とりあえず置いておいて、３のことを考えたときに、私たちの親の会では、障がい事業課に通勤寮みた

いのが欲しいんだと言っていたんです。
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というのは、グループホームというのは今、浦安市自閉症協会さんが言ったとおりに、どんな子を持

っているかによって同じグループホームという言葉を使っても、どんなサービスが、どんなところに住

むというのが全然親によって違うので、そうすると、言葉を変えると、通勤寮、つまり会社に行くため

に自立生活、お小遣いの管理だとか、早く寝るとか、栄養の整ったものを食べるとか、風邪気味のとき

にはすぐに寝るとか、そういうことの練習をしてくれる場で、それがないと、アパートに行けないから

です。お母さんとアパートの間に、お小遣い管理をしてくれて、ちゃんと会社に行けるように寝るとい

うルールを教えてくれて、食事を整えてくれる場所があって、それで少しずつ向いていくというものだ

と思うのですが、そんなものが浦安にないので、東京都には予算があるので、幾つか残っており、私た

ちの親の会なんかは欲しいんだというふうに言っていると、ここの枠がありますというだけじゃ、実は

何の意味もなくて、お小遣い帳を毎日見てくれる人とか、ご飯を食べさせてくれるというのはありがた

いとして、時々抜いて、予算内で栄養が整ったもの、どんなのかなって、外食してみたら、見せてくれ

るみたいなのとか、チェックしてくれて、これはできたね、これはできないねというのをやってくれる

先生役みたいのが欲しい。

だから、部屋じゃなく先生役とソフトと一緒なものがここには必要なんですけど、それが理解されて

いるかなというのが、これでは伝わらなかったので、要望がそこにある部屋ではなくて、部屋は欲しい

ですが。部屋と一人暮らしができるまでのコーチをしてくれる人が欲しいですということをお伝えして

おきます。

よろしくお願いします。

サブリーダー：ありがとうございます。

ご質問、ご意見がないようでしたら、次に進みたいと思います。

議題２Ｕモニアンケート実施結果について、事務局から説明をお願いします。

事務局：当日資料になってしまい申しわけありません。

前回、前々回、権利擁護部会で障がいのある方とかご家族とか支援者の方に向けては、障がい者福祉

計画を策定する前に、アンケート調査を定期的にとらせてもらっているのですが、そうでない、障がい

のない方、そこではアンケートをとらない方たちに聞いたことって一度もないんですという話をしまし

た。

今回、タイミング的に 10月４日から 10日という期間で、Ｕモニアンケート調査をすることができま

したので、上がってきたばかりの、速報になりますので、分析までは行けていないのですが、一旦出て

きたものはお伝えします。

実施概要は、Ｕモニ登録者数が 779 人、今いらっしゃいます。今回、回答 400 人、51.34％というこ

とで、回答率もいいなと感じています。

男女比ですが、男性213、女性が187、書いていないのですが聞いております。

年齢も、Ｕモニ、すごいなと思ったのですが、回答が一番多いのが 40 代だったんです、138 人で。

続いて 50代が 86人、並んで 30代が 54人と、60代が 54人ということで、こういった 30・40・50・60
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代、その方たちが答えていただいているというのもイメージして見てもらっていいかなと思います。

設問は全部で８つくりました。１つずつ見ていきたいと思います。

まず問１「障がいのある方もない方も、互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会づくり

を目指すため、平成 28 年４月からいわゆる「障害者差別解消法」が施行されています。この法律を知

っていますか。」、差別解消法についての質問です。

「法律の内容も含めて知っている」が 59 件、14％、「内容は知らないが、法律ができたことは聞い

たことがある」、これが 114 件で 28％、「知らない」という方が 227 件で 56％でした。「知らない」

という方が一番多かったです。

続いて問２です。「浦安市では、すべての市民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相

互に人格と個性を尊重し合いながら共生するやさしい社会の実現に向け、平成 28 年４月から「障がい

を理由とする差別の解消の推進に関する条例」が施行されています。あなたは、この条例を知っていま

すか。」という設問です。

「条例の内容も含めて知っている」というのが 30 件で７％、「内容は知らないが、条例ができたこ

とは聞いたことがある」が 63件で 15％、「知らない」が 307件で 76％ということで、法律以上に条例

は知られていないということがわかりました。

問３「浦安市では、障がい者虐待や障がいを理由とする差別に関する相談や通報を受けるため市役所

３階障がい事業課内に「障がい者権利擁護センター」を設置しました。あなたは、「障がい者権利擁護

センター」について知っていますか。」

「利用（通報や相談）したことがある」という方が６件で１％、「知っているが、利用（通報や相談）

したことはない」が44件 11％、「知らない」が350件 87％でした。

問４「浦安市では、市民の皆さんに、障がいのある方への理解や、心のバリアを取り除いていこうと

いう思いを込めて、「うらやすこころのバリアフリーハンドブック」を作成しています。この冊子をご

存じですか。」

「ハンドブックの内容も含めて知っている」という方が 19 件４％、「内容は知らないが、ハンドブ

ックがあることは知っている」が 35 件８％、「知らない」が 346 件 86％でした。「バリハン」がこん

なに知られていないんだとショックを受けました。

問５「あなたの身近に障がいのある方はいますか。または、これまでにいたことがありますか。」こ

れは複数回答可で聞いております。

「職場にいました」というのが 130件で一番多かったです。続いて「隣近所にいました」というのが

113 件、「自分自身又は家族など身近な親親族」が 112 件と続いています。こういうところで、障がい

のある方と接する機会があるんだなという結果になっています。

問６「あなたは、世の中には障がいのある方に対して、障がいを理由とする差別や偏見があると思い

ますか。」と聞きました。

「あると思う」が 42％、「ある程度はあると思う」が 43％ということで、86％の人が何らか差別は
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あると回答していました。

問７「障がいのある方への理解を深めるためには、何が必要だと考えますか。主なもの３つまでお答

えください。」とお願いしています。

一番多かったのが 152件２つあります。「障がいのある方の生活を知る」こと、「障がいのある方も

ない方も共に参加するイベントを開催する」ことが理解を深めるためには大事ではないか。これが同率

で１位でした。続いてがまた同率で２個あり、「企業が積極的に福祉活動に携わる」ことが大事ではな

いか。あとは「福祉人権教育を充実する」ことが大切ではないか。これが 139件で並んで２番目に多か

った回答になります。３番目に多かったのが、119 件で「障がいのある方自身が積極的に社会に進出す

る」のが、理解を深めるために大事ではないか。こういったところが出てきました。

この項目、「その他」がありましたので、その他を選ばれた方の自由記述を問８「障がいのある方へ

の理解を広めることについて、あなたのご意見をご自由に記載してください。」ということで求めたと

ころ、400人中178名に答えていただけました。こんなに書いてくれたんだと驚いております。

すごいボリュームになってしまいました。なので、当日資料でもありますし、第４回の部会に、どう

いった方が例えば法律を知っていたのか、知らないのか、そういったクロス集計もしながら、分析結果

をお示ししたいと思っていますので、次回までにご一読いただきたいと思います。結構斬新なことが書

かれています。胸が痛いことも書かれています。でも一方で、今まで私たちが取り組んできたことにつ

いて、そういうのがいいんじゃないかと言ってくれている声もあります。ぜひ見ていただきたいなと思

いますので、本日はお話しすることは省略させていただきます。

以上、速報になります。

サブリーダー：ただいまの事務局からの報告に対しご質問やご意見等ありますでしょうか。

浦安市自閉症協会、お願いします。

浦安市自閉症協会：問７の「理解を深めるためには、何が必要だと考えますか」って、選択肢は、この 11 個

しかなかったということですよね。

事務局：そうです。そこがまずかったですか。

浦安市自閉症協会：私、この選択肢を見ただけでちょっとがっかりしちゃって、何で「小さいときから一緒に

過ごす」という選択肢が入れてもらえなかったのかなという、ものすごく、はっきり言ってショックで

す。自由記述のところに、同じ学級で学べるようにするとか、児童・生徒の教育とか、書いていらっし

ゃる方もいるんですよね。この選択肢を思いついてもらえなかったということが、もう既にショックか

なという気がしているので、それだけです。

事務局：ご期待に沿うことができず、申しわけありませんでした。

サブリーダー：ほかにご意見、ご質問等はありますでしょうか。

それでは、ＮＰＯ法人発達わんぱく会、お願いいたします。

ＮＰＯ法人発達わんぱく会：すごくいいアンケートがとれたのではないかなとまず思っていまして、これから

分析されるということですが、浦安市に限らず、日本のみんなに知ってほしいなという内容になる気が
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するので、例えばアンケートをプレスリリースして、いろいろな新聞社に取り上げてもらうとか、ある

いは分析する段階で、大学の先生なんかにも入ってもらって学会で発表してもらうとか、浦安市に限ら

ず、一般の社会の人たちが、差別解消法が始まったんだけども、実態はこういうものですよみたいな、

それを変えていくために、こういう方策がありそうですみたいな、きっかけまで分析で入れば、またい

いものができそうだなと思いました。

以上です。

サブリーダー：ありがとうございます。

それでは、浦安市自治会連合会、お願いします。

浦安市自治会連合会：このＵモニの登録者数を見てびっくりしたのですけど、私も登録しているんです。もっ

といるかと思ったら 779人、こんな少ないんだなと思ってがっかりしましたので、もう少し広げていた

だきたいなと思いました。

以上です。

サブリーダー：ありがとうございます。

それでは、ご意見等はもう大丈夫でしょうか。

続いて、議題３その他。事務局より説明をお願いします。

事務局：こちらも申しわけありません。当日の資料になっております。

議題３資料（２）「広報うらやす12月１日号を活用した「障がい者週間」ＰＲについて」です。

今回、30 年度の障がい者差別解消推進計画の中で、この広報をきちっと活用して、障がい者週間、

障がいのある方への理解を深めていただくということで、広報をしっかり使っていこうということを掲

げておりまして、今回 12 月１日号、そろそろ迫ってきたところで、権利擁護部会でしたので、急では

ありましたが、このお話を入れさせてください。

「障害者週間とは」というところで、もともと平成 16 年６月の障害者基本法の改正によって、国民

の間に広く障がい者のある方の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障がいのある方が社会、

経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する意欲を高めることを目的として、それまで 12 月９日

が「障害者の日」と定められていたのですが、ここの規定から、12 月３日から 12 月９日までの１週間

を「障害者週間」としましょうという規定に改められました。

この期間を中心に、地方公共団体、関係団体等においては、さまざまな意識啓発に係る取組を展開し

ています。

これまでの浦安市の「障害者週間」に係る啓発実績として、平成 25 年は、「壁なんて破れる」とい

うことで、パラリンピック金メダリストの方をお呼びして講演会を実施しています。また、「広報うら

やす」12 月１日号に特集号を組んでいます。その当時の広報を添付していますので、後で参考に見て

ください。

平成26年度は、公民館と当時の市役所本庁舎ロビーでパネル展を実施しています。

平成27年度は、新浦安駅前のイベントの第１回を開催しました。
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また、平成 28年度は、イベント第２回、平成 29年度も第３回とイベントを続けて、今年も第４回が

あるというところです。

「広報うらやす」も平成 25 年から継続して、特集号まで行かなくても紙面を割いて 12 月１日号で

「障がい者週間」を意識したところで、いろいろとお知らせをしてきております。昨年度は、紙面の関

係上、何も掲載することができなかったのですが、平成 30 年度、何かしらやりたいということで、担

当の広聴広報課にはお願いしているところで、案として考えているのは、ヘルプマークとかヒアリング

ループマークを初めとした、配慮を促す各種のマークの紹介とか、イベント後になりますので、この

「障がいのある人もない人も！かがやくまちうらやす」内で、去年、イエローリボンカードツリーを企

画したのですが、同じような内容の企画を今年も考えていて、そこのツリーに寄せられた市民の皆様の

声というのを紹介するのもいいかなと。

あとは、10 月１日に手話等言語条例が施行されたので、条例と、差別解消推進条例を改めて紹介す

る。こういったあたりを12月１日号でできたらいいかなと考えております。

皆さんから、こんなのが紙面にあるといいのではないかとか、アイデアがありましたら、ご意見をい

ただきたいと思っております。

サブリーダー：ただいまの説明に対してご質問やご意見等はありますでしょうか。

浦安市自治会連合会、お願いします。

浦安市自治会連合会：「広報うらやす」の紙面構成は変わってきているのではないかと思うのですけど。それ

と、私ども自治会連合会で「うみかぜ」という広報紙を２カ月に１回出していますので、そちらに載せ

てもよろしいのであれば、載せたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

事務局：ありがとうございます。ぜひお願いします。また打ち合わせ、お願いします。

サブリーダー：ほかにご意見等はございますか。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ、お願いいたします。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：一歩も進んでいないような感じもしないでもないのですが、実は、進

んでいるなと思うときがあるんですね、私は。というのは、新浦安駅で「障がい者に気がついたら援助

しましょう。特に視覚障がい者の人には援助しましょう」というようなことを放送してくれているんで

すね。ああいうものは非常に大きいと思います、公的機関で。ある程度、みんなに残るように、ＪＲや

ってくれているのでしょうけどもね、非常に大きいと思うので、そういうものをもっともっと、そうい

うところでやっていただくと、市役所においても、放送の中で、やっていただければ、大分違ってくる

のではないかと思います。動いていることは動いているんだけど、そういったところで、「こりゃいい

や」と思ったことをどんどん増やしていったらいいのではないかと思うんです。

以上です。

サブリーダー：ほかにご意見等はございますか。

市川健康福祉センター、お願いします。

市川健康福祉センター：浦安市視覚障害者の会トパーズクラブから、公的な機関での放送という話がありまし
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たが、ＪＲのポスターで、「困っている人に声かけをしましょう」というポスターが今、普通に常時張

り出されているのですが、ここに一つヒントがあると思っていて、障がいがある人を手助けしましょう

じゃなくて、高齢者も、例えば小さいお子さんも、困っている人皆さんに声かけしましょうというこの

考え方が、実はすごく大事で、障がい者の人を手助けしましょうだと、障がい者の人を特別扱いしてあ

げてくださいみたいに、私は違和感に感じるということが、この６年間、この仕事をしていて思うんで

す。

千葉県の条例は、障害のある人もない人も条例ですが、結局、どうして周知が進まないかとか、そう

いう偏見がなくならないかという原点が、実は、困っている人のために何かできないかという心のやさ

しさの醸成というか、それは障がいのある人に限ったことではないのではないかなと思ったりしていて、

ＪＲさんのポスターは、外国人の方とか、道に迷っている人とか、お子さんとか、困っている人に声か

けましょうというイラストつきで載っている。ああいう発想というのは、Ｕモニアンケートとかを見て

いても、すごくヒントになるのかなということを最近感じていたりしています。

なので、有効なＰＲ、映画とかつくってもおもしろいのかな。それは障がい者の方だけが出てくるの

ではなくて、いろいろな困った人たちが街頭でアンケートに答えるとか、ぼんやり思ったのですけど、

ドキュメント映画みたいな、そういうのを皆さんに見ていただくことに、あと教育現場でのインタビュ

ーとか。

この後でヘルプマークのお話があると思うのですが、浦安市内に住んでいる職場の方がいらっしゃる

のですが、お子さんが小学校に通っていて、ヘルプマークの授業があった。学校の先生から「このヘル

プマーク、見たことがありますか。これはこういうものに、こういう人たちが使ったりするんですよ」

ということが授業であったようで、そういうものが進んでいくのはすごくいいし、それは特別な人がつ

けるんじゃないよということを、私は先生たちに言ってほしいなと思ったりしています。障がいのある

方を特別視させちゃうのは、かえってよくないかなと思いました。

すみません、まとまりがなくて。

サブリーダー：ありがとうございました。

ほかにご意見等はございますか。

それでは、続いて、事務局より報告をお願いします。

事務局：前回の部会において、作業部会のグループワークで、バリアフリーハンドブックの活用方法を皆さん

にご検討、アイデア出しをしていただきました。たくさんのアイデアが出てきまして、それもやりっ放

しというわけにはいかず、なるべく実現できるものはしていきたいなというところで、市として、でき

そうかなというところで考えているところでは、病院へ設置したらどうかというのと、バスの中づりに

というお話があったかと思います。ここら辺は頑張ればできることかなと考えていまして、今後、病院

への設置、バスの中づりは、今、ヘルプマークを周知するようなものを考えていまして、そこの一環に

もっとこういった詳しいこととか、でなければバリアフリーハンドブックがありますよということをＰ

Ｒするような形でつくれないかなと考えておりますので、いただいた意見をもとに実現に向けて進めら
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れればなと思っています。

そして、今、行っている小学生へのバリアフリーハンドブックの配布については、配るだけでいいの

だろうかとか、やりながら思うときもあったのですが、逆に皆さんからの、そこはしっかりとこれから

も継続していっていいのではないかというお声もいただきましたので、着実に確実にやっていくところ

として、引き続き大事に継続していきたいと思っています。

また、子どももそうなんだけど、大人への理解も大事なのではないのか、というお話が何度か話題と

しては出てきております。これはすぐに実現できるかどうかというのはあれですが、多分皆さんもご存

じかと思うのですが、高齢者施策、特に認知症施策では、認知症サポーター養成講座といったものを、

多くの市民の方も養成講座を受けてサポーター、オレンジのゴムバンドをもらってやっていらっしゃる

のですが、そういった高齢者施策をヒントに、障がいの分野でもサポーター養成みたいなことができて

いくと、おのずと困っている人に声かけることがすんなりといく。障がい種別によって接し方、いろい

ろ注意しなきゃいけないことってあるのですが、そういったことを広く浅くにはなってしまうかもしれ

ないですが、一通り学ぶことで、街で勇気を持って声かけられる、手助けできる。そういった大人向け

の養成講座というものというのを考えてみるのもいいのではないのかなと、考えているところがありま

す。この辺は実現に向けてはまた皆さんからのご意見をいただいたりしていきたいと思っているのです

が、前回の作業部会は大変ヒントになるご助言、アドバイスをいっぱいいただきましたので、実現でき

るところはしていきますというご報告になります。

事務局：引き続き、ヘルプマークストラップの配布・周知状況について説明申します。

今年度、ストラップ型のヘルプマークをつくりまして、８月 15 日から市役所の障がい福祉課と障が

い事業課で配布を始めております。

600 個つくりましたが、この 10 月９日、今月の初旬までに 600 個のうち 348 個配布しました。これ

は学校に学習用ということで、お渡ししている分も含みますが、300 ぐらいは当事者の方に渡っている

というところです。

ヘルプマークですが、皆様もご承知のとおり、外見からはわかりにくい障がいをお持ちの方、聴覚障

がいとか、あるいは精神障がい、難病など、外側から見ると、障がいをお持ちだということがわからな

い人が、自分は障がいがあるということ自体を言うのではなく、そのことで配慮が必要なのだというこ

とをみずから示すためのマークになります。

これまで浦安市では、千葉県でつくっていたヘルプカードというものを配布しておりました。それに

は、自分は、こういう障がいを持っていて、こういった配慮が必要ですということを書き込んで、困っ

たときにはそれをみずから周囲の方に示して、助けを求めてもらうというものだったのですが、今回の

ストラップは、かばん等、外側から見えるようにつけていただくことで、自分から配慮を求めるという

ことなく、外側から「あ、この方は配慮が必要なのだ」ということがわかるように、そういったことを

伝えることも大きな目的としてつくっているものです。

ですので、障がいの当事者の方の手に渡るということはとても大事なのですが、それと同時に、周り
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の者がそのマークが何を意味するかということを理解しないと意味を成さない。「あ、この方は配慮が

必要なのだ」ということを周りの方が気がついて、自然と何かできるかというようなことを促すような、

そういったことでなければならないということで、今、外側の啓発を進めているところです。

先ほど委員からもご説明いただきましたが、幼稚園、保育園、小学校、中学校に配布しています。校

長会等でこのような意味があることなので、どうぞ学校でも教育のほうにお役立てくださいということ

で、ご案内をしています。その中から各クラスで配布して、子どもたちにきちっと伝えていきたいとい

う学校からは、クラス分くださいといった要望があり、対応しているところです。先ほどお聞かせいた

だいたお話は、事務局にとっても大変ありがたい話でした。

今後の啓発に関してですが、自治会連合会でも自治会の掲示板に張っていただいたり、老人クラブに

も定例会にお邪魔して、説明をするつもりです。

あとは、イオンとか人が集まるショッピングセンター、そういったところにもポスター掲示をお願い

していきます。先ほど事務局からも話がありましたが、ベイシティバスの中のポスターの掲出を来年１

月に予定しておりまして、どのように表示するかということを話し合っている最中です。

あと先日、歯科医師会等にお願いして、クリニックにポスターを張っていただくことをお願いしてい

ます。

今回、資料には、ストラップを渡したときに、あくまでも任意ですが、その方がどのような障がいを

お持ちの方か、どういったことに困難を感じているかということを簡単に、アンケートをとっています。

それの単純集計です。見ていただければわかりますが、この時点で 97 人分の回答を取りまとめていま

す。

まず、「どんな障がい（困難）をお持ちですか」という質問に対しては、難病の方 15、内部障がい

32、義足の方２、聴覚障がい４、視覚障がい８、その他 49 となっています。難病とか内部障がいとか、

外側からはわからない方、必要とされているのだなと思っています。

質問の２つ目として、「どのような時に特に困難を感じますか」と聞いておりますが、一番多いのは、

「困っていることをわかってもらえない」という回答が 56 名上がっています。あと「急いでいる人に

ぶつかられたりする」が 39 名、電車等の「優先席に座っていると周囲の視線が気になる」、はたから

見ると健康そうなのにという方、でも実はぐあいが悪いという方が優先席に座っていると、周囲の視線

が気になりますという方、それが45の回答を得ています。

質問の３つ目、「どのような配慮・援助があるとよいですか」と聞きました。一番多かったのは、

「電車やバスで席を譲ってもらう」、こちらが 54 です。あとは「ぶつからないように、道を譲っても

らう」「声をかけてもらう」というような回答が上がっています。

先ほどの委員の話とも重なってまいりますが、校長会等々で説明するときに、このマークがどのよう

な意味があるかということを伝えるのが目的ですと。外側からはわからないのだけれども、何がしかの

配慮が必要だということを示すマークである。私が、障がいの当事者、何人かにお聞きしたところでは、

このマークを外側に見えるところにつけているということは、何がしかの配慮を求めているという意思
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表示であるというふうに、その方はおっしゃっておりました。

ですので、これは校長会等々で説明したことですが、もしそういう方を見かけたとしたら何をしてほ

しいか。してほしいことは、恐らく人それぞれで違うので、その方にどのようなお手伝いができますか

というふうに声をかけてくださいと伝えています。

障がいのある方、ない方、というところで非常に大きな問題ではあるのですが、みんなが自然に助け

合える、そういった社会が一番いいんだと思うんです。障がい事業課の立場からできることとして、こ

ういったことを進めているところです。

長くなりました。以上です。

事務局：続きまして、11 月４日のイベントのチラシの説明です。４日日曜日の 10 時から３時、新浦安駅前広

場で第４回ということで開催されます。プログラム、出店団体等はごらんいただければと思います。

裏面です。今回、毎回クイズの企画をしているのですが、今年は手話言語等条例が施行されましたの

で、手話に関するクイズを載せています。会場内にヒントを置いていく予定なので、眺めながら、会場

全体を回ってもらって、楽しんでいただければなと考えています。

もうひとつのチラシが、11 月８日の「うらやすで活動する後見人のつどい～ひとりで悩まないため

に～」という社会福祉協議会でされている、うらやす成年後見・生活支援センター主催の講演会のお知

らせと、あと手話落語、12 月 11 日に富岡公民館で開催されるものになります。今、各公民館でも、障

がいのある方にも楽しんでいただけるような企画を積極的に考えようとしてくださっていまして、今回、

障がい事業課もお手伝いしてしっかりと皆さんにお知らせして、多くの方に来てもらえるといいなと思

っています。どんな話か楽しみだなと思っております。

今回、イベントのチラシを持ってきていますので、お帰りの際に、配っていただける方、事業所に置

いておくよとかありましたら、持っていっていただければと思います。

以上です。

サブリーダー：ありがとうございました。

ただいまの事務局からの報告に対しご質問やご意見等はありますでしょうか。

ＮＰＯ法人発達わんぱく会、お願いします。

ＮＰＯ法人発達わんぱく会：ヘルプマークストラップに関して、これ色は何色。

事務局：赤です。

ＮＰＯ法人発達わんぱく会：見たことあります。

事務局：ごめんなさい、現物持ってくればよかったですね。

ＮＰＯ法人発達わんぱく会：すごくいい取り組みだと思っていて、みんなが知ることが何よりも必要で、みん

なが知ればこれ見たら、困っている人を助けようという気持ちになると思うので、声がけとか、手が出

たり、となると思うのですが、知ってもらうための取り組みをする中で、アイデアとしていいですかね。

障がい者週間のＰＲのところ、事務局のハートプラスマークストラップという、また別のものがあるの

ですかね。
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事務局：こっちのほうが先につくられているのがあったんですね。

ＮＰＯ法人発達わんぱく会：どっちをイチ押しなんですか、浦安市としては。

事務局：今回つくって配っている赤いもの、あれはもともと東京都が始めたことなんですが、東京都から全国

に広がっております。同じヘルプマークのポスターですが、例えば私、先日、霞ヶ関駅でヘルプマーク

の大きいポスター、「あ、張ってある」と思って見てまいりました。あちこちの自治体で赤いストラッ

プ型のヘルプマークが出回っていますので、こちらをどんどん周知していくことが、もっとユニバーサ

ルなことかなと思っています。

ＮＰＯ法人発達わんぱく会：つまりハートプラスマークは余りうっていかないということなんですか。

事務局：内部障がいに特化したマークなので、内部障がいの方がつけていただくのがハートプラスマークなん

ですね、だから、内部障がいの方からすれば、ハートプラスマークも引き続き大事なものではあるので

すが、もっとより広くユニバーサルに、困っているというところでは、ヘルプマークの活用になるのだ

ろうと思うので、用途も違うといえば違うのですが、紛らわしいとは思います。難しいですよね。

ＮＰＯ法人発達わんぱく会：わかりました。ヘルプマークをみんなに知ってもらうとして、例えば障がい福祉

課が主催するチラシには全部出すようにするとか、例えば「かがやくまちうらやす」のチラシ、ドング

リの絵があるのですが、ここにヘルプマークを張るとか、あとバリアフリーハンドブックに、シールを

つくってそれを必ず大きく張っておくとか、とにかく障がい福祉課、障がい事業課関連のものには、必

ずああいう赤っぽいのがあるなというのを知るだけで、広がっていくかなと思いました。

事務局：ありがとうございます。

サブリーダー：ほかにご意見等はございますか。

また、委員の皆様からお知らせ事項等ございましたら、そちらもお願いします。

事務局：ご紹介が漏れたのですが、今週末の「市民まつり」にも今回、置かせていただきました。

浦安商工会議所：お時間大分経ってすみません。浦安市民まつり、今年 21 回目ということで、今週の土曜日、

日曜日に行われます。主催は実行委員会形式になりまして、後援・共催が浦安市、商工会議所、観光協

会です。大体 70 ぐらいを予定していて、ここにいらっしゃる皆様の団体の出展もあるかと思います。

天気は何とかよさそうなので、ぜひ多くの方に参加していただいて、いろいろなところで生かしていた

だければと思います。よろしくお願いいたします。

場所についてはチラシのとおり浦安公園、市役所通り、市民の広場、文化会館ということで、内容が

書いてありますので多くの方に参加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。

以上です。

サブリーダー：ありがとうございます。

ほかにご意見等ございますか。

ないようでしたら、本日の議題は全て終了しますが、大丈夫ですか。

それでは、本日の議題は全て終了しました。

次回の日程は、２月１日金曜日１時半から、本日と同じ会場になります。
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皆様、ありがとうございました。



平成 30 年 10 月 18 日（木）

午後１時 30 分～３時 30 分

市役所４階 S２・３会議室

浦安市自立支援協議会権利擁護部会（平成 30 年度第３回）次第

１．開会

２．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

（２）Ｕモニアンケート実施結果について

（３）その他

・第２回作業部会を受けて（バリアフリーハンドブック活用について）

・ヘルプマークストラップ配布・周知状況について

・11 月４日イベントについて

３．閉会



浦安市における地域生活支援
拠点の検討状況

平成30年9月6日

浦安市障がい事業課



目次

1. 整備の目的（国指針）

2. （仮称）東野地区複合福祉施設と地域生活支援拠点

3. 浦安市が目指す地域生活支援拠点

4. 機能

5. （仮称）東野地区複合福祉施設に整備するグループホーム

6. 今後の検討課題

2



１．整備の目的（国指針）

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。

3

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



２．（仮称）東野地区複合福祉施設と地域生活支援拠点

4

ソーシャルサポートセンター

地域活動支援センターⅠ型
指定特定相談支援、障害児相談支援

生活介護事業所

身体障がい者福祉
センター

防災備品
庫

障がい者グループホーム、短期入所

障がい者グループホーム、短期入所

子育て短期支援事業
所

障がい者グループ
ホーム、短期入所

４F

３F

２F

１F

浦安市における地域生活支援拠点の
「多機能拠点」機能を担う

地域福祉
センター

地域福祉
センター

地域福祉
センター

地域福祉
センター

通所棟 居住棟

（仮称）東野地区複合福祉施設に整備する機能



３．浦安市が目指す地域生活支援拠点

5

多機能拠点＋面的整備の混合型

（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

～ 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

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



４．機能① 相談

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

事業所名
主たる障がい

児童 地域移行 地域定着
身 知 精 難

浦安市基幹相談支援センター ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

浦安市ソーシャルサポートセンター ○ ○ ○

浦安市障がい者福祉センター ○ ○ ○

浦安市こども発達センター ○ ○ ○

エメラルドサポート障がい者（児）相談支援センター ○ ○ ○ ○ ○

こころとことばの教室こっこ ○ ○ ○ ○

相談支援事業所ふあり ○ ○ ○ ○ ○

ちらく相談支援事業所 ○ ○ ○ ○

リボン相談支援センター浦安 ○ ○ ○ ○

相談支援センターかぷあ ○ ○ ○ ○

相談支援事業所 並木道 ○ ○ ○ ○

相談支援事業所トータルサポート ○ ○ ○

障害者相談支援事業所 聖隷はぐくみ浦安 ○ ○ ○ ○

6

（１）国指針

（２）浦安市の現状

相談支援事業所一覧



４．機能① 相談

障がい者緊急時支援事業
在宅の身体障がい者又は知的障がい者の家族からの通報を受け、相談に応じ、必要な場合、
⾃宅に⽀援員を派遣し、必要な対応を⾏う。

ねらい 〜在宅で安⼼して暮らしやすい環境づくり〜

7

（３）浦安市地域生活支援拠点で実施する具体的事業

・身体障害者手帳を有する身体障がい者（以下の各号に該当する者に限る）

・療育⼿帳を有する知的障がい者

・学齢以上18歳未満の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

※ 但し、65歳以上での新規での申請は認めない

利⽤対象

ア 常時独り暮らしの状態にある者

イ 障がい者、65歳以上の者又は18歳未満の者と同居している者

ウ 同居している者が就労、就学等の事由で外出することにより、ア又はイと同様の状態となる者

エ アからウに掲げる者のほか、市⻑が特に必要と認める者

身体障がい者

追加



４．機能① 相談

（１）利⽤決定があった者について、家庭訪問等を⾏ったうえで、対象者及び家庭の状況
やニーズ等のアセスメントを⾏う。

（２）全利⽤対象者に対して半年に１度のモニタリングを⾏い、本事業の利⽤に係る課題
等がある場合は、関係機関と連携・協⼒し、改善を図る。

8

緊急時支援事業 業務内容

対象者宅に通信のための端末機器を設置し、
対象者からの要請に応じて⾃宅に⽀援員を
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。

対象者の家族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。

・身体障がい者 ・知的障がい者

・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

共通 追加



４．機能② 緊急時の受け入れ・対応

短期入所を活用した常時及び緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障がい者の
状態変化等の緊急時の受⼊れや医療機関への連絡等の必要な対応を⾏う機能

事業所名 運営法人
主たる障がい

児童 定員
身 知 精 難

浦安市障がい者等一時ケアセンター （福）パーソナル・アシスタンスとも ○ ○ ○ ○ ○ 概ね2名

ぐりんはうす （福）なゆた ○ ○ ○ ○ ○ 3名

コパン （有）総合福祉サービス ○ ○ 3名

浦安愛光園 （福）聖隷福祉事業団 ○ ○ 空床利用型

浦安ベテルホームショートステイ （福）聖隷福祉事業団 ○ ○ 空床利用型

9

（１）国指針

（２）浦安市の現状

短期入所事業所一覧



４．機能② 緊急時の受け入れ・対応

緊急用居室確保（お助けショートステイ）
在宅で暮らす障がい児・者が、緊急かつやむを得ない事情により、在宅での⽣活が困難と
なる場合などに備え、（仮称）東野地区複合福祉施設内の短期入所のうち常時１床を緊急
利⽤のための居室として確保する。

ねらい 〜短期⼊所の利便性・対応⼒の向上〜

10

（３）浦安市地域生活支援拠点で実施する具体的事業

※緊急利⽤の基準
家族・本人が緊急と考えるものを受け入れることとする。
但し、まずは市内の他短期⼊所事業所に受け⼊れを打診し、いずれの事業所も受け⼊れ不可の場合
に限る。



４．機能③ 体験の機会・場

地域移⾏⽀援や親元からの⾃⽴等に当たって、共同⽣活援助等の障害福祉サービスの利⽤
や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能

事業所名 運営法人 定員
主たる障がい

身 知 精 難

グループホームねこざね （福）南台五光福祉協会 5人 ○

タオ１

特定非営利活動法人タオ

2人 ○ ○ ○ ○

タオ２ 2人 ○ ○ ○ ○

タオ３ 2人 ○ ○ ○ ○

タオ４ 2人 ○ ○ ○ ○

タオ５（サテライト型） 1人 ○ ○ ○ ○

タオ６ 2人 ○ ○ ○ ○

ホームフレンズ１

特定非営利活動法人フレンズ

4人 ○ ○

ホームフレンズ２ 6人 ○ ○

ホームフレンズ３ 4人 ○ ○

ホームフレンズ４ 4人 ○ ○

ホームフレンズ５ 6人 ○ ○

ホームフレンズ６ 2人 ○ ○

ホームフレンズ７ 2人 ○ ○

オフタイムハウスあいらんど 特定非営利活動法人あいらんど
5人 ○ ○

オフタイムハウスアイランドプラスワン（サテライト型） 1人 ○ ○

うらら （株）ふくしねっと工房 6人 ○ ○ ○ ○

フェロウ （有）総合福祉サービス 6人 ○

計 62人
11

（１）国指針

（２）浦安市の現状
グループホーム一覧



４．機能③ 体験の機会・場

12

体験用居室確保（お試しグループホーム）
地域移⾏⽀援や親元からの⾃⽴等にあたり障がい福祉サービスの利⽤や⼀⼈暮らしに向け
た体験の機会・場を提供するため、共同生活援助のうち常時１床を体験用居室として確保
し、体験の利⽤に供する。

ねらい 〜⼊所施設・病院等からの地域移⾏・親元からの⾃⽴等の推進〜

（３）浦安市地域生活支援拠点で実施する具体的事業



４．機能④ 専門的人材の確保・養成
⑤ 地域の体制づくり

④専門的人材の確保・養成

医療的ケアが必要な者や⾏動障がいを有す
る者、⾼齢化に伴い重度化した障がい者に
対して、専⾨的な対応を⾏うことができる
体制の確保や、専門的な対応ができる人材
の養成を⾏う機能

13

・重度障がい者に対応した障がい福祉サービス資源の不⾜

・⾏動援護事業所は市内１事業所のみ

（１）国指針

（２）浦安市の現状

⑤地域の体制づくり

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

（３）浦安市地域生活支援拠点で実施する具体的事業

検討中



５．（仮称）東野地区複合福祉施設に整備するグループホーム

・利⽤定員 18（6名×3ユニット） うち、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

・介護サービス包括型

・家賃あり（部屋によって異なる）

・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

14

基本情報

居住棟１階配置図

居住棟２階・３階配置図



５．（仮称）東野地区複合福祉施設に整備するグループホーム

15

NO 利⽤者 利⽤期限 定員

１
障がい支援区分４以上であって、重度訪問介護、同⾏援護、
⾏動援護対象者の⽅が入居する居室

なし ６名

２
障がい支援区分３以下の、中・軽度の介護度の方が入居す
る居室

なし ６名

３
概ね３年以内を⽬安にアパート等に移⾏していく通過型の
居室

あり ５名

４ 体験利⽤枠としての居室（お試しグループホーム） あり １名

合計 18名

利⽤者イメージ



５．（仮称）東野地区複合福祉施設に整備するグループホーム

16

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）

NO 手順 実施者

１ 待機者リスト作成・管理 市

２ 空室状況を毎月確認 コーディネーター

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
※グループホーム側の事情にも配慮（居室の性質、性別など）

市

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）
【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

市

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

○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



６．今後の検討課題

・基幹相談支援センターとの役割分担

・地域生活支援拠点機能の評価・検証方法

・精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム

17



議題２資料

1

Ｕモニアンケート実施結果について

１．実施概要

Ｕモニ登録者数：779 人

実施期間：平成 30 年 10 月 4 日～10 日

回答者数（回答率）：400 人（51.34％）

２．実施結果（計８問の設問を設定）

問１ 障がいのある方もない方も、互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会づ

くりを目指すため、平成 28 年４月からいわゆる「障害者差別解消法」が施行されています。

この法律を知っていますか。

回答内容 件数 比率

１.法律の内容も含めて知っている 59 14%

２.内容は知らないが、法律ができたことは聞いたことがある 114 28%

３.知らない 227 56%

１.法律の内

容も含めて

知っている

15%

２.内容は知らない

が、法律ができたこ

とは聞いたことがあ

る

28%

３.知らない

57%



議題２資料

2

問２ 浦安市では、すべての市民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互人

格と個性を尊重し合いながら共生するやさしい社会の実現に向け、平成 28 年 4 月から「障

がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例」が施行されています。

あなたは、この条例を知っていますか。１つだけお答えください。

回答内容 件数 比率

１.条例の内容も含めて知っている 30 7%

２.内容は知らないが、条例ができたことは聞いたことがある 63 15%

３.知らない 307 76%

１.条例の内容も含め

て知っている

7%

２.内容は知らない

が、条例ができたこ

とは聞いたことがあ

る

16%

３.知らない

77%



議題２資料

3

問３ 浦安市では、障がい者虐待や障がいを理由とする差別に関する相談や通報を受けるた

め市役所３階障がい事業課内に「障がい者権利擁護センター（直通番号047-712-6837）」

を設置しました。

あなたは、「障がい者権利擁護センター」について知っていますか。１つだけお答えくださ

い。

回答内容 件数 比率

１.利用（通報や相談）したことがある 6 1%

２.知っているが、利用（通報や相談）したことはない 44 11%

３.知らない 350 87%

１.利用（通報や

相談）したこと

がある

1%

２.知っているが、

利用（通報や相談）

したことはない

11%

３.知らない

88%



議題２資料

4

問４ 浦安市では、市民の皆さんに、障がいのある方への理解や、心のバリアを取り除いて

いこうという思いを込めて、「うらやすこころのバリアフリーハンドブック」を作成してい

ます。この冊子をご存じですか。

回答内容 件数 比率

１.ハンドブックの内容も含めて知っている 19 4%

２.内容は知らないが、ハンドブックがあることは知っている 35 8%

３.知らない 346 86%

１.ハンドブックの内

容も含めて知ってい

る

5%

２.内容は知らない

が、ハンドブックが

あることは知ってい

る

9%

３.知らない

86%



議題２資料

5

問５ あなたの身近に障がいのある方はいますか。または、これまでにいたことがあります

か。あてはまるものをすべてお答えください。(複数回答可)

回答内容 件数 比率

１.自分自身又は家族など身近な親族 112 28%

２.学校 96 24%

３.自分の職場 130 32%

４.仕事関係（３以外） 55 13%

５.隣近所 113 28%

６.趣味などの活動の場 39 9%

７.身近にいたことはない 69 17%

８.わからない 12 3%

９.その他 18 4%

112

96

130

55

113

39

69

12

18

１.自分自身又は家族など身近な親族

２.学校

３.自分の職場

４.仕事関係（３以外）

５.隣近所

６.趣味などの活動の場

７.身近にいたことはない

８.わからない

９.その他



議題２資料

6

問６ あなたは、世の中には障がいのある方に対して、障がいを理由とする差別や偏見があ

ると思いますか。

回答内容 件数 比率

１.あると思う 171 42%

２.ある程度はあると思う 173 43%

３.あまりないと思う 37 9%

４.ないと思う 12 3%

５.わからない 7 1%

１.あると思う

43%

２.ある程度はある

と思う

43%

３.あま

りないと

思う

9%

４.ないと思う

3%

５.わからない

2%



議題２資料

7

問７ 障がいのある方への理解を深めるためには、何が必要だと考えますか。主なもの３つ

までお答えください。

回答内容 件数 比率

１.福祉人権教育を充実する 139 34%

２.障がいのある方もない方も共に参加するイベントを開催する 152 38%

３.障がいに関する講演会や学習会などを開催する 82 20%

４.企業が積極的に福祉活動に携わる 139 34%

５.障がいのある方の生活を知る 152 38%

６.市の広報紙等で障がいや障がいのある方への理解を呼びかける 75 18%

７.障がいのある方が積極的に社会に進出する 119 29%

８.わからない 39 9%

９.現状で十分 8 2%

10.理解を深める必要はない 7 1%

11.その他 18 4%

139

152

82

139

152

75

119

39

8

7

18

0 20 40 60 80 100 120 140 160

１.福祉人権教育を充実する

２.障がいのある方もない方も共に参加するイベントを開催する

３.障がいに関する講演会や学習会などを開催する

４.企業が積極的に福祉活動に携わる

５.障がいのある方の生活を知る

６.市の広報紙等で障がいや障がいのある方への理解を呼びかけ

る

７.障がいのある方が積極的に社会に進出する

８.わからない

９.現状で十分

10.理解を深める必要はない

11.その他



議題２資料

8

「その他」の自由記述

・理想的なのは、障害のある方が生活の中に自然に存在していらっしゃること、例えばテレ

ビの子供向け番組の中に当たり前に出演してらっしゃること、テーマパーク内等にも普通に

沢山いらっしゃることのように感じます。普通に日常生活で共存していると特別視する感覚

が生まれないように思います。

・何をやっても変わらないと思う。

・児童、生徒への教育

・過剰な教育体制が逆に嫌悪感を感じる

・法律・条例・広報紙に限らず大々的に告知をする

・障碍者と日常、積極的に会話を交わしまた付き合う。

・学校の教師への教育

・同じ学級で学べるようにする

・よくわからないが、"理解"と言う言葉には違和感がある。

・障害者を良くも悪くも特別扱いしなくても気にならない制度を作ること。

・障害のあるひとが本当はどう接して欲しいのかをしるべき

・自分でも障害者になる可能性があるという事を周知する

・バリアフリー解消等の積極的な対応を行政が実施

・障がいのある方の大変さを認知する広報誌を地域に配布する。

・障がいという概念で括るから偏見が生まれる。そういう身体や精神だと思うだけで充分。

そういう状態なのだからこういう接し方が必要だよね。という思考や心の余裕が必要。
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問８ 障がいのある方への理解を広めることについて、あなたのご意見をご自由に記載して

ください。

回答数 178／400（44％）

・差別はあってはならないが、区別がされていれば活躍の場が広がる。活躍の場を市が舵取

りしてほしい。

・基本的には障害のある方は助けなくてはと思います。しかし時々、優遇を逆手に取ってと

いった印象、助けられて当たり前、障害があるのだから優先しなさいといった印象を受ける

方を見ると気持ちよく協力できないと感じます。サポートも健常者ばかりが負担を負うもの

にならないでほしいです。

・関わり方の具体例を提示してゆく。

・知ることが大事。

・ぶっちゃけ理解はできないと思う。

・息子も障害者に分類されるが、身体障害者と精神障害者や発達障害者では扱いや理解がま

るで違う。しかし、行政の扱いはたびたび「障害者」でひとくくりになる。

・障害者雇用制度なんて企業に課しているが、企業が求めるのはほぼ身体障害者で、精神・

発達障害者はそこに入ることはほぼない。社会的に嫌われたり、遠ざけられたりするのは、

精神・発達障害者の方。そんなの、こっちも十分わかってる。

・精神・発達障害者は、子供のうちにどれだけ一般社会に溶け込めるかが肝だけど、絶対に

そのレベルに達することができない人もいる。そういう人は「施設に入れる」しか選択肢が

ない社会は、障害者には生きにくい。そういう人達だけには社会主義のように、行政が働く

場を提供してもいいんじゃないかと思う。それに向けての教育の場を用意してもいいんじゃ

ないかと思う。

・例えば、スーパーなどの障害者の方用の駐車スペースになんでもない家族が停めてたりす

るのをみると、理解がないんだなって思う。残念に思います

・理解を深めるというのは曖昧な表現ですが、世界にはどのような障害を持っている方がい

るのか、という観点だと、以下のような動画で配信すると、障害を知ってもらえるとともに、

障害の無い方ももっと頑張らないと！と思ってもらえると思います。（三井不動産のCMで、

300 万回以上再生されています。）

BE THE CHANGE TVCM「スーパーなひと」篇 イタロ SPECIAL MOVIE

https://www.youtube.com/watch?v=8euckDRFBNs

・「理解を広める」というのは手段なので一体何を解決したいのか明確にして施策を実施し

てほしいです。

・教材や情報で知る知ってもらうことではなく、（周囲に危害を加えない限り）専用施設に

閉じ込めず、日常生活に普通に居るのが当たり前となるような社会になって欲しい。

・今、生活してる人は受け入れないだろうから、義務教育レベルでカリキュラムに組み込む

しかないかもしれない。
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・学校などで、話し合いの場を沢山もうけるとよいと思う

・助け合うことが普通という価値観をどうやって明るく楽しく発信していくかがポイントに

なると思います。弱者ではなく、ちょっと手を貸して欲しい人、みたいな。

・身近に障害のある方がいないため、市の活動や障害者の方への支援についてなかなか情報

が入りにくいですが、障害のある方への職業斡旋や住みやすい街づくりには浦安市は力を入

れている印象があります。ただ雇用に関してはまだ充分に障害者の方が自立して生活できる

賃金までには至っていない印象です。障害者の方の経済的自立はまだまだ力を入れて欲しい

事だと感じます。

・障害のある方が毎朝同じ電車に乗ります。大声を出したり、足踏みをしたり、理解をしな

くてはと思っても怖さが先に来ます。危害を加えられたこともあります。とても難しい問題

ではないでしょうか。

・接する機会がないから偏見を持ってしまっている人が多いと思う。

・企業などが障碍者の採用を増やしていけたら少しは変わるのでは。

・自分または身近な人が障害者でないと他人事だと思うし、それも仕方ないことだと思う。

とはいえ、生まれもってなくても事故などでいつでも自分がなり得る事なのも知っておいて

もよいと思う。

・障害者のイベント参加なども強制ではなく自発的であって欲しい。

・大人になってからでなく、こどものうちから理解を広めていくことが大切だと思います。

・障碍者の身になって街を歩く等のイベントを実行する。

・障害者の人が日常生活を送るにあたり、どんなことで困っているのかよくわからないので、

そういった情報を市の広報紙等で知る機会があるといいと思います。

・理解を広めるためには、一緒に生活を共にするのが一番だと思いますが、なかなか難しい

ので、その機会（時間）を設けるが良いと思います。ただ、現状の日本では障がいがある方

を理解することは難しいと思います。例えば、知的障がい者が犯罪を犯した場合、健常者と

同等に罰せられるのでしょうか？こういった場合は逆差別（健常者が不利になる）可能性が

あると思います。こう言った事をなくし、全てを平等にできる世の中を作らないと難しいの

では？と思います。

・障害のある方への理解を広めようとしている事はわかります。でも実際問題、障害のある

方も平等な生活を送れるかと言ったら全然できていないと思います。

どこかみんな、他人事ではないけど、歩みよる努力がなされていないと思います。

・目に見えて分かる障がいだけでなく、見ても分からない障がいについても啓蒙することが

必要だと思います。

・同じ人間であることを理解する

・障害も様々であることはわかるが、目に見えないところでの障害もあったりして知らない

間に差別していることがあると思う。その様にならないためには知らないといけないと思う

ので講演会などではなく、教育の現場での授業で知った方がいいと思う。

・思いやりの気持ちを小さい頃から養うことが大切かと思いますが、接点がないため、わか

らない、知らない、ことが多いです。日頃から分け隔てなく共に学べる、働ける環境が進め
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ばいいと思います。

・いわゆる弱者に対する思いやりを育てる以外はないのではないでしょうか。

道徳教育しかり、弱者の方の痛みがわかる教育を小学校時より行うことがもっとも大切なの

ではないかと思います。

・障害があってもきちんと親や周囲は社会性を育てることに尽力し、可能なかぎり、企業と

協力して社会人として働けることを目指す。

・小学校のうちから、一定時間でも良いので同じクラスで学べるようにして、ともに生き、

助け合うことを覚えさせる。

・障がいのある方を差別してはいけないと思いますが、区別することは必要だと思います。

例えば、車椅子の方がバスに乗るときなど、普通の人と一緒に並んでも乗れないし、みんな

が乗ってから最後に後ろの扉から乗るとなると、既に混んでて乗れなかったりするので、車

椅子用のレーンを作るとか、車椅子の方は必ず先頭に並ぶルールにするとか、区別してあげ

て欲しいです。

・障害がある方、ない方、両方参加型の交流の場や、理解の場があると良いと思います。

・障害がある方への偏見はあると感じていますが、障害がある方がない方とどのようにかか

わればいいのか等もわからないのでは？と思うことがあります。

そのような理解する場が必要だと感じています。

・障害と一言でいっても、内容は様々。行政には、可能な限り、ごく普通に暮らせる日々が

送れる取り組みをしてもらいたい。その為には、バリアフリーもさる事ながら、取り組んで

る側の満足で終わらせないようにしてほしい。

話が少しずれるかもしれないが、歩道の看板で、自転車と人の看板があるが、浦安市の看

板は小さすぎる。コンクリートの色分けも、目立たない。目立たないのであれば、意味ない。

私は 40 歳代だが、私よりご年配の方には判別しにくいと思う。残念だが、そういう視点で

作ってないのだと思う。

・人は自分とは違うものを避けたがるので、（特に知的）障がい者がどういう生活や考えを

持ちやすいのか、健常者から見た一見変わった行動はなぜやってしまうのかなどがわかれば、

一方的な苦手意識が減ると思う。

わからなければ、ただ危害を加えられるかもしれない、しつこく追い回されるかもしれない

など恐怖に感じてしまうことが多いように思います。

実際子供が知的障がい者にしつこく触られたり話しかけられたりして誰も助けてくれなく

て逃げることも出来ず怖い思いをしたことがあります。

・関心のない人もいるので、様々なメディア(TV, 新聞、インターネット)を使って、情報発

信していく必要があると思う。

・広報うらやすで活躍している記事などを特集するのも良いと思います。

・この法律自体知らなかったが、LGBT の事も含め、わざわざ法律で定めることなのか疑

問に感じる。マイノリティの人たちが苦労しているのは理解しているが、普通の人でもそれ

ぞれにそれぞれの悩みや苦悩があり、全てが同じにする必要はないと考える。思想にまで踏

み込んでくるのは思想の自由に反するのでは？
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・共感できる能力と他者への感心、人と人との距離感、信頼など目に見える能力値ではない

ので難しい問題だと思う。

・目に見えない障害を抱えた人に対するケアをお願いします。

・もっと積極的に社会に出て活躍する場を作った方がいいと思う。

・都会は特に健康な人向けになっていると思う。実際に怪我や病気をして、不自由になって

みて初めて実感することだが…それらの声を集めて、不便な点を解消するだけでも、大いに

進歩すると思う。

・学校教育にも福祉の事を取り上げたり、身近な事として感じられる場面を増やしていく必

要があると思う。また、理解を広めて行くために、民間の力もうまく活用していけたら良い

と思う。

・障がいのある方への配慮は実際にどんなことをしたらいいのか目に付く場所に掲示してほ

しい

・こんなアンケートをやってる時点でダメだと思う。市民・市民という前に 市・職員たち

の意識はどうなのか。それも問題では。条例さえ作ればよいのか。当市は条例を制定しまし

た! との驕りにしかみえない。当事者は そんな行政に呆れ果てている。

・理解は出来ないと言う前提に立って、障害者の方が社会に参加していける仕組みを作って

いく必要があると感じます。市内の施設で物販などをやられているのは知っておりました。

もっと理解へ近づくように行動したいと思います。

・健常者には障がいのある方の情報がなかなか届かないのが現状だと思います。地域の掲示

板、市の HP などで、広報誌を掲載し、まず障がいとは、どんなものなのか、という基本的

な理解から促す必要があると思います。

・健常者が様々な障害がどのようなものか、どういう病気なのか、どのようなケガなのか、

どうしてそうなったのか、どうしたら少しでも楽しく楽に生活できるのか、色々なことを知

らなすぎることが差別や偏見を生んでいると思う。

お互いを理解する、学ぶ場が必要だと思う。

・障がい者も健常者も一緒に楽しめるイベントがあるとよいのではないかと思います。

・身近に障害者の方と接することが理解を深めることになると思う。

・差別と理解を深めることは、必ずしも結びつかないと思います。

・都道府県、市町村も含めて行政が企業に対して就職率を上げたり、その場合の税率を下げ

るなどの積極的な関与が必要。また、障がいのあるかたの給与も健常者同様にすべき。

・個性を潰す教育（学校でも家庭でも）をやめるべき。平等と競争は違う。それぞれの人は

それぞれで違うという事を受け入れて、又それを受け入れて貰う事で、謂れの無い偏見を防

ぐ事が出来るのでは無いかと思う。

・自分とは違う者、未知の存在に対する恐怖の裏返しとして差別があると思う。障碍にもい

ろいろあると思うが、本人や家族が認知活動をするのはかなり抵抗があると想像する。その

ため、関係する第三者が積極的に認知活動をする必要があると思う。

・法律を作っても偏見もしくは無関心はなくならないと思う。

・障害がある方への支援も大切だとは思うが、理解してもらうためにも学校等での講演会や
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イベント等で身近に障害がある方がいない人にも知ってもらえる機会があればちょっとづ

つ考え方が変わる人が出てくると思う。

・知ることが大切だと思う。

・やはり身近に障がいのある方がいる環境で、その方の障がい含めその人個人の個性を理解

しようとする気持ちが大事だと思う。

・学校等の教育機関にて、積極的に障害のある子供を受け入れ、一緒に学んで遊び、障害の

ある人への理解を自然に深めていくようにしたら良いと思う。学校は、小さな社会と捉え、

世の中には色々な人がいて、お互いどのように助け合って暮らしていけばよいのか学べる良

い場所だと思うので。

・交流を深めるイベントを積極的に開催することが差別や偏見の無い社会を造っていけると

思う。

・家族に障がい者がいるのに、その法律も市の相談窓口が、ある事も知らなかったです。家

に障がい者がいても知らないのだから、いない人はもっと何も知らないとおもいます。そう

いうことももっと知らせられるようにしてほしい。あと、やはり学校などでも特別支援学級

の子どもたちは馬鹿にされがちでした。普通の子が幼いときから助け合ったりするような仕

組みが必要では。

・それぞれの障害について正しく知ることで理解が広がるのではないか。

・「障害のある方への理解」とは、どのような意味でしょうか？障害のある方にも同様に、

健常者への理解を求めているのでしょうか？このようなことをいろいろと謳い語る方々の

言葉の選択に違和感を感じることが多い。

・無理に社会に参加をする必要が無いように、国が支援してあげた方が良いと思います。

・障がいのみならず、他者他人への理解深めるのは、利害関係がない限りとても難しい事。

・障がいだけに特化した形を採るのではなく、障がい者含めた老若男女全市民のあるべき関

わり方から入る方が理解を得やすいのでは。

・障がいが差別の理由になることがあってはならない。障がいがあっても健常者より優れた

ものを持っている人は多々いる。

・障がいは多種多様。発達・四肢・精神など様々です。これを一括りに障がいと言われるの

が今現在です。同じ悩みを抱えてる人でも、包み隠さず生活している方、隠している方とこ

の部分も様々です。関わったことのない方から見れば正直わからないことだらけです。だか

ら障がい者に偏見を持ったり、遠ざかったりするのではないでしょうか。方法はわかりませ

んが、障がいのある方の理解と共に障がいの内容や症状の理解も大切かと思います。

・シンボルロードの誘導ブロックの上、顔に当たる高さに街路樹の枝が伸びていることを、

過去に何度か市に指摘したことがある。生活道路の狭い歩道の傷みやタイルの浮きなども長

いこと放置されたまま。行政が障碍者対策に本気で取り組んでいない証左だと感じる。形だ

けの啓蒙活動を行い、やっているとアピールするのは経費と時間の無駄だからやらないほう

がよい。

・時間がかかると思います。義務教育期間の中で体験をとうして離隔を深めるのがよいと思

います。
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・それぞれの個性を活かして、お互いを尊重しあいながら生きていけたら素晴らしいですね。

・理解を広めることで、いじめが減り、適材適所で就労が進むと思います。

・特に無し。

・特になし

・障害のある方も 感謝の気持ちを持っていただいた方がよいと思います。

・どのような苦労があるのか、知らないことが多い気がします。

・わからない

・障がいといっても身体、精神、知能など様々なので、積極的に理解しようと思わないとな

かなか難しいと思う。とにかく色々な場で発信していくしかないかも。

・自分自身が障害あるが迷惑そうな顔をされることが多く嫌な思いをしたくないのでかんが

えたくない

・生活インフラやプラットフォームの整備は必要だと思う。

・人権等の問題については、やりすぎると健常者への逆差別や利権の温床となる期限がある

ため、様々な監視のもと行われるのが望ましいと思う。

・問 7 で記載しましたが、できることなら、年齢が幼い頃から障害のある方たちと常に接

する環境にいることだと思います。

・障害がある人がその障害を隠さなくてすむようになるとよい。

・見た目、障がいがある人なのか分からない方もいるので公共の場所、乗り物等は今より更

に席を譲るなどのアナウンスがあっても良いのではと思う事と接する機会がないと、どう対

応したら良いのか分からないので広報紙などでも教えてほしい｡

・障がいのある方もそうでない方も「あるない」に関わらず共存出来るような社会になると

良いと思いながら、どうしたらいいのかアイデアが浮かんでこないのが情けないです。

・企業や公共機関等で障害のある方を積極的に採用し、活躍してもらうことで障害のある方

への理解を広める機会を増やすのが良いと思う。

・障がい者に対しての理解を深めることも大事なことですが、障がいが ある人も 生活する

上で 沢山の税金でサポートを受けていることを 理解してもらいたい。

・障害者によっては、障害がある事をどうとらえているかがわからず、周囲に知られたくな

いと思っていたり、周囲に気兼ねしていたり、ということがあるので、難しい面があると思

う。

・意識がそうなっていくといいですね。

・お金の援助が出来たら良いですね。

・友人に障がい者がいます。その方と知り合うようになってから、いろいろなことに気がつ

かされました。その友人を通して感じることは、身近に障がい者がいる環境があれば、お互

いによくわかりあえるのではないかということです。

・認知度を高めることは簡単ではないが、理解を深めることを継続的に続けるべきだと思う。

・身近に障害のある方がいないと、いないことが当たり前になってしまう。障害のある方が、

職場に、地域に、学校に、特別な存在でなく、普通に存在するという世の中になれば、理解

が深まっていくのではないかと思う。
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・障害者用の駐車スペースやコインパーキングを増やすなどしてほしい。一部の施設で障害

者と妊婦を一緒にしているところがあり妊婦でもないのに子連れが障害者駐車スペースに

駐車したりと障害者スペースを理解してないのに憤りを感じる

・障害のある人が健常者と別け隔てなく扱われることが望ましい。

・障害内容にもよるが、無理して社会に入ってくる必要はないのではないのかとも思う。

・障がいのある人たちが当たり前に生きてゆける社会は、当然そうあるべきだとは思うが、

いわゆる健常者と全く同じに分け隔てなく生活する、という考え方は出来にくいと思います。

障がいは個性のひとつ、その人なりに出来ることを行って生きてゆける世の中の仕組みが出

来てゆけば良いですね。

・障害者に対する認知は高くなっていると思う。行政には更なる認知のための普及・促進に

努めていただきたい。

・障害のあるなしにかかわらず一緒に参加できるイベントを実施したり 飲食店 や店舗な

どで積極的に雇用をして健常者に理解を広めるといいと思う。実際には障害は人それぞれな

ので雇用するとなるとなかなか難しいかもしれませんが…。

・障がいのある無しにかかわらず、健常者も自分のできる範囲で社会に返していくという姿

勢を持つことが大事。双方にしっかりとした教育が幼いうちから必要だと思う。健常者だっ

て得意なこと、苦手なことがあるように、障がいによって出来ないこと、できること様々な

ので、その人の個性として捉え、できることを大切に誰もが社会において活躍できるようサ

ポートしていくことが大事。色々な形での活躍が広く知られるようになれば、時間がかかっ

てもきっと理解が広められていくと思う。どんな時代も弱者はいて、それぞれの努力が必要

だと思う。社会や自分の生活に不満を抱えていると、弱者に攻撃の矛先が向いてしまう。

・障がいのある方へ・・・ということ自体がすでに差別になっているような気もする。目に

見える障がい以外の部分で、どこから障がいかの線引きが難しい。

・幼少時期頃から、身近に接する機会を増やすこと。

・親と会社がやる事では？

・そもそも、障害がある方に対して何かをすると言う考え方が、自分が健常者で素晴らしい

と思っている証拠では？

・共存は日本人の意識改革なくして無理だと思っている。個性と思って接する

これは忍耐が必要な事。自分にはハードルが高い。まずは挨拶からしていきたい。

・子どもの頃から障がい者に対しての知識を教えていく必要があると思います。

・障害と一括りにされている中でも様々な症状、状態があることの啓蒙。それぞれの対応に

関する情報提供やケーススタディの紹介。

・ボッチャなどスポーツ大会に健常者、障害者も一緒に参加する。

・理解を深めることの目標や目的が、条例などで見えてこない

・触れ合う機会を増やす

・私が初めて、色々な障害の方がいると認識したのはオリンピック、パラリンピックを観戦

した時でした。あれだけ感動を与えられる事はないと自分は思う。各々が、どんなきっかけ

でも相手の方を知るいいチャンスが、有れば良いと思う。
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・障がいのある方が障がいのない人にどのように理解（手助け）を仕手ほしいのか何をして

良いのかわからないので、手助け不要か必要か一目でわかるように目印になるものを手にし

たらよいと思う。

・障がいのある人をみるとつい気になってみてしまう。それは、どんな感じなのか、大丈夫

なのかと思い。でも、見てはいけないかな？と、思って見ないようにしてしまう。ジレンマ

があります。

・難しい問題と思う

・今現在は身近に障害かある人が常にいる状態ではないので、理解といっても戸惑いもあり

ます。TV などで障害がある方々が活躍するのを目にすることが多くなったり、彼らが困る

ことは何かが理解できれば戸惑いが減ってくるように思います。

・障害と一くくりには出来ないと思います。心身障害、発達障害、等障害も様々です。軽度

ならば、共存出来るが重度の場合無理が生じる、理解しているつもりでも、なかなか難しい

問題だと思います。

・実際にせっしていないのでわからない

・偏見を持っている人に、言葉で「理解しろ」と言っても変わらない｡障害のある人が勇気

を持って出て行って、必然的に関りを持たざるを得なくなったら、肌で感じて変わってくる

んじゃないかと思う｡そうして行くうちに自然体で共生して行くことが出来るのではないだ

ろうか｡障害者に対してだけでなく、他の差別などにも言える話ですが・・・｡

・子供の友人に障がいのある方がいるので、ある程度は現状を知っているつもりですが、ま

だまだ理解度は足りないと感じています。

・浦安市として、何ができるのでしょうか？少数派の障害者就労について、数字化で決めな

いで戴きたいです。福祉を必要な人の存在を、忘れないでください。野菜工場で発達障害者

の就労場を確保は、今の市長は斬り捨てたので失望落胆しています。

・障がい者差別解消法施行後も、十分に理解が深まっていると感じない。健常者にとって、

重要なことは、健常者が障がい者とのコミュニケーションの中で、目に見えぬバリアを具体

的に体感、リアルを実感し、その経験を積み重ねて、障害を行政レベルや私的生活の中に広

げてゆくことにつきると考えます。

浦安市は、この取組みを優先することで、真に住みやすい街に磨き上げる事ができると確信

する。

・市役所・公民館や中央図書館など行政と関係のある施設に障害者事業の一環として食堂や

喫茶店などが営業していますが民間と協業で健常者と障がい者が共に働く環境にしてはど

うでしょうか。現状では施設に訪れても一般よりも高い価格設定や品数は少なく営業時間も

短い、時間が有っても気軽に入ろうとは思わないし施設の近くにコンビニや食堂や喫茶店が

なく非常に不便。何年経っても改善もされず、障がい者のためにやっているのでしょうが。

市民に不便を強いてまでやる必要を感じない。一番障がい者を差別して孤立化させているの

はいるのは障がい福祉課なのではないでしょうか。

・街中をもっとバリアフリー化して障害のある人が楽に外出できるようにする事。

・車いすの人や白杖の人は手助けしやすいけれど、自閉症などの内面の障害者だと、なかな
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か声をかけすらい。子どもの頃から、同じクラスなど身近に接していると抵抗なく受け入れ

られると思う。

・制度や条例は知らないが、浦安市が以前から障碍者に手厚く対応していることは知ってい

る。

・一般企業が障がいのある方達をもっと雇用する仕組みを社会全体で作り上げることが必要

だと思う。

・現役時代、耳が不自由な方・目が不自由な方・鬱病で障碍者手帳をお持ちの方・様々な障

害がある方と一緒に仕事をしました。同じ場所で一緒に活動することが、互いを理解するこ

とに繋がります。私は耳が不自由な方と仕事をして、後ろから話しかけても聞こえないこと

を覚えました。そういう何気ないことに気づくことが大切だと考えます。

・障害のある方達が働いているお店・ショップを利用する。

・まだまだ雇用環境など対応が遅れており、公的機関（国を含め）が積極的に関与しないと

改善は見込めたない。広く民間企業を含め、官民で教育、雇用について、より現実的な視点

で真剣に考えていかなくてはならないのではないか。

・義務教育の段階からしっかりした人権や障がい者などの弱者に対し理解を深める教育をし

ていくことが重要。また、成人や健常な中高年については、広報や疑似体験イベントなどを

通じて理解を深めていくことが必要。

・50 年ほど前のＴＶ番組で海外の障害者の事を取り上げていたのを今でも覚えています。

当時のままの表記で障害・・邪魔になるの意をあてる。海外ではハンディキャッパー・・健

常者より重荷を背負う人という意味か。当時日本ではまだ「かたわ」と普通に言われていた

ものが障害者。めくら、つんぼ etc が〇〇が不自由な方。言葉だけ変えても健常者サイドの

理解、受け入れの知識が乏しければ何も変わってはいないと感じている。

・法律、条令を知りませんでした。今回知ることが出来て良かったです。これまでも、市が

障害者への取り組みをされてきたこと大いに評価しています。今後とも、更に障碍者への取

り組みを充実されることを期待しております。

・障害のある方を、精神的に導いてくれる指導者・支援者を育成紹介してほしい。

・障害者に理解する事は難しい。また、障害者自身も消極的です。

・自分が生きてきた中で障害者に対して差別的なことをする等考えたこともないし、他でも

見たことも無い。障害者に対して差別的な態度や行動をする人間がいるとしたら、それは日

本人だろうか。自分の子どもが学校に通っていた時、いじめについて PTA が良く集まって

議論をしていたが、いじめをする子の親に問題があるのに善良な人間が雁首合わせて議論し

ても何も解決しない、といつも思っていた。同じような話ではないかと思う。つまり、障害

者に対して差別的なことをする人間はどのような者であるか分析できているのか疑問であ

る。日本人は古来から差別はしない民族であって、このような法律が出来ることこそ異常な

ことだと思っている。

・健常者、障がい者がともに参加するイベントを数多く開催することが、障がいがある方へ

の理解を広めることに役立つと思います。

・この度官公庁で障碍者雇用率を偽ったことが判明した。これはミスではなく意図的なもの
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である。翻って現場での実態を考えると限られた人員で一定の成果を出さなければならづ、

障碍者雇用が足かせになることも又事実である。私は健常者であっても個々人バラつきがあ

り、場合によっては障碍者と同じような振る舞い、行動をすることがあると思う。健常者も

障碍者も大きな違いはないことを自覚すべきである。

・障害者についての情報を知ることが大事

・小学校の低学年から、いろんな人が生きていることを教え皆が共に生活することを教える

必要があると思う。人と違うことでいじめの材料にしたり特別な目で見ることが間違ってい

ることを徹底して教育すべき。法律ができたから特別に対応するのではなく、障害者が共存

することが当たり前の社会になって欲しい。

・災害復興支援ボランティア活動の一環として、毎月２，３週間福島（南相馬）に滞在して

活動してますが、平日は、知的障害のある方たちが働いている自立支援所にお手伝いに通っ

てます。とても、勉強になります。

・偏見をなくすことが大切だと思う。

・妻が障がい者 2 級になってみて、はじめて障がい者に対する理解ができるようになりま

した。小学校では、特殊学級との交流に力をいれているところもあり、行事などの時、特殊

学級の子供が騒いでも、一般の生徒がそちらに注目することなく自然な対応をしていました。

子どもの頃からの教育や普通に対応できるようにする取組みが重要と思います。

・近所にいたというだけであまりおつきあいはなかったので、障害のある方への理解をどう

広めていいかわかりません。障害にも、身体的な方、精神的な方、色々あります。身近にそ

ういう人はいないので、接し方も理解の広め方もわかりません。

・私自身は２年半前に肺がんを発症し、肺の五分の一を摘出手術しました。障害者手帳は持

っていませんが、坂道や上り階段ではすぐ酸欠状態になり息切れします。2 年前に東京都で

「ヘルプカード」をもらい身に付けています。おかげさまで、少しは障害者の気持ちや不自

由さが、身をもって体験してわかるようになりました。

・接触する機会を増やして理解を深める活動やイベントや社会進出として働ける場を市政が

積極的に取り組んでほしい。

・障害に限らずに、相手を思いやる気持ちを育てることが大切。思いやりの精神。

・実際に接する、仕事や活動を通して接する機会がないと、相手への理解は得られないと思

う。職につけば、ある程度は知ることはできても、外出も難しい人のことを考えると、それ

だけでは解決しないでしょう。サポーターの養成、仕事を支援、待遇改善するなど、福祉の

充実が必要です。

・近辺に障害のある方がおられないのでさしせまっています、私の理解を深めめる必要も無

さそうです。ただマスコミ報道などには触れておりますのでこれは効果的であろうと思って

ます。

・知識、視察などで学ぶ機会がありますが、実際に彼らに接して活共に活動などしたことは

ない。正直、良い方法はわからない。

・市の施設で飲食関係などで働いている姿を見ますが、安い・まずい・サービスが悪い施設

ばかりで彼らが働かされているように思います。障がい者に失礼と感じています。民間の営
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業店レベル、それ以上の評判の良い店で働けるようにしてあげて欲しい。障がい者を普通の

店などで差別なく働けるように願います。

・身近な問題です，なりたくてなった訳ではないので，みんなで助け合わないといけないで

すね。

・障がいのある方にはどういう症状のどの程度の深刻さのレベルがあり

それらがどのように「等級」分されているか？ またそれらの等級によって受けられる公的

援助やボランティアからの援助はどのようなものがあるかをもっと勉強しなければと思う。

"

・助金ありきの政策では一般社会での理解が深まらないと思う。障がい者自身が税金をおさ

めることが出来るまでの収入を得ることが肝要。今も助成金や補助金詐欺がニュースで出て

います。浦安市もこの方面にメスをきちんと入れて、本来の福祉のあり方を再検討するべき

だと思います。

・小生の友人の子供が自閉症で、親がそろそろ高齢者になり、一人での生活が心細いと言っ

ている。高齢化社会を向けての対策が望まれるところです。

・私たちの生きてる社会はいろいろな人がいる中での人間社会ですがいこくじんや、性によ

る差別、障害者の人権を守る社会等‥いろいろな機会を通じて、広く訴えることが大切じゃ

ないでしょうか、当然私みたいに法律や内容を知らない人たちには、出来るだけ広報や人の

集まる行事のときに少しでも話されると良いのではないでしょうか。

・障がい者への偏見は、やはり身近で接したことがないということが大きいかと思います。

外へ出ない方も多いですが、時に街で見かけると何となく大変そうだ、或いは横目で見てな

るべく関わらないでいたいなあと敬遠してしまうことが多いのではないでしょうか。接して

みれば、ハンディ部分以外は健常者と変わらないのだということが分かり、間の壁が無くな

ってくると思います。色々な形で交流の機会を作ることが必要でしょう。大阪の孫の小学校

（大空小学校）では、障がいのある児童も同じクラスで勉強しています。驚きました。

・このアンケ－トもその考え方の一部であると思うが、法律や条例が制定された時に関係者

のみへの告知で終わっているのではではないですか？法律や市条例が出来た時に大々的に

告知してればこのアンケ－トも必要なかったのでは。

・障害者を差別してはいけないことは分かっているつもりだが、差別禁止の法律や条例があ

ることは意識していなかった。行政、企業、学校などあらゆる場で啓蒙活動を強化する必要

があると思う。

・障害者も自ら進んで前に出るようにすると共に、支援は支援で気楽に受け入れる。それに

自らがハンディキャパ—と云うことを理由に、何々してもらって当たり前と云う感覚を持た

ないこと。

・特になし。

・誰しも何時障がい者になるか知れないので、健常者と障がい者で差別の無い社会が望まし

い。

・障がい者の権利（right）としてでなく特権（privilege）として対応するのがお互いの誤

解を解き、理解を深めるのに役立つと思う。
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・今までは 障害者は 遠い存在と思っていたが 直ぐまじかに 同じサークル仲間に！

同じ年齢に！！ いらっしゃることから 年齢に伴う結果として わが身の明日と 捉え

る様に成りました。 世間一般も そう感じられる event とか・・・もっと 有れば良い

と思います。

・障がいのない方は、障がいのある方への理解を。障がいのある方は、障がいのない方への

感謝を。

・一緒に参加できる機会、イベント等をとにかくたくさん設けることに尽きると思います。

・何時か、全ての人が、障害者になる。国として、弱者に冷たい政治を改めるのが前提条件

だと思う。

・努力したいと思います。

・障碍者雇用について、政府機関、地方自治体の「水増し」が問題になっているが、浦安市

はどうなのか。まず、それをきちんと市民に明らかにしてもらいたい。

・自治会内の障害のある方へは、状況を把握し声を掛けるようにしている。エントランスに

ある郵便受けを見て、溢れてる状態の場合は様子を見に行く。

・特になし

・身近なところに障碍者がおらず、電車の席を譲る等で協力をした経験しかない、反省して

います。

・障害のある方が積極的に参加できるイベントなどを行い、多くの人に障碍者に対する考え

方を変えてもらう様にする事と、学校での生徒間同士の偏見をなくすような学校教育を（少

学年から）行う必要がある。

・障害のある方達と交流を持つ

・学校の先生、企業の管理者が理解を一層深めることが必要。

・市の広報誌に障がいに関するコーナを設ける。（障がい者が考えていること（障碍者から

見た障がい者福祉のありかた・要望など）、つらい目にあったこと・親切にされたことなど

の紹介等）

・同じ人間差別をしてはならない、障碍者の立場に立ち健全なる社会を築きたい。

・障碍者と日常、積極的に会話を交わしまた付き合う。

・わが身になぞらえて考えること

・とにかく、障碍者と健常者が共同して、事業、活動、運動、する機会を国が、自治体が、

会社団体が、グループが個人が設営して実施する。法律も、条令も、規則も、規約もその中

で、推進中に手直しと充実を行ってゆくことが肝要と思う。

・幼少時からの教育、啓発事業の多様化、などがまだ不足していると思う

・特にありません。

・在宅勤務や短時間勤務を希望する障害者の就職である。役所も民間も知恵を絞って進めて

貰いたい。

・障害者のことをその活動や生活を 浦安市広報にスペースを設けて連載する。

記事より写真中心で知らせることが多く理解を深められる。

・障がいのある方をより一層社会に積極的に進出するように支援すること。
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・特にありません。

・ＡＩ技術の進展により先ずは身体的障害のある方の活動範囲は大きな変革を呈している。

従来の身体的障碍者の定義の見直しがまず必要だと考えます。

・思いやりの気持ちも大切であるが、受けるほうも甘えがあってはならない
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1

広報うらやす 12 月１日号を活用した

「障がい者週間」ＰＲについて

１．障害者週間とは

平成 16 年６月の障害者基本法の改正により、国民の間に広く障がい者の福祉

についての関心と理解を深めるとともに、障がいのある方が社会、経済、文化

その他あらゆる分野の活動に参加する意欲を高めることを目的として、これま

で 12 月９日の「障害者の日」と定めていた規定から、12 月３日から 12 月９日

までの１週間を「障害者週間」と定める規定に改められました。

この期間を中心に、地方公共団体、関係団体等においては、様々な意識啓発

に係る取組を展開します。

２．これまでの浦安市の「障害者週間」に係る啓発実績

◆平成 25 年度

・講演会「壁なんて破れる-パラリンピック金メダリストの挑戦-」大日方邦子

氏（12 月８日）

・広報うらやす 12 月１日号 特集「みんなで共に生きるまちを目指して」…バ

リアフリーハンドブック、マークの紹介、障がいのある方の声の紹介等

◆平成 26 年度

・障がい福祉に関するパネル展（障がいに関するマークの紹介、障がいのある

方への配慮の例、障がい福祉施設の商品・委託業務紹介、当事者団体の紹介等）

期間・会場 市役所本庁舎 12 月 17 日（水）～26 日（金）

中央公民館 2月 2日（月）～13 日（金）

・広報うらやす 12 月１日号 コラム「私たちにできること」、配布グッズ（ハ

ートプラスマークストラップ等）の紹介、障がい者対応エレベーターについて

等

◆平成 27 年度

・「第１回障がいのある人もない人も！かがやくまち うらやす」実施（12 月 5

日）

・広報うらやす 12 月１日号 コラム「私たちにできること～視点の転換～」、

障害者差別解消法について、ユニバーサルデザインについて等
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◆平成 28 年度

・「第２回障がいのある人もない人も！かがやくまち うらやす」実施（11 月 5

日）

・広報うらやす 12 月１日号 浦安市障がい者差別解消推進条例の紹介、障がい

者権利擁護センターの紹介等

◆平成 29 年度

・「第３回障がいのある人もない人も！かがやくまち うらやす」実施（11 月

11 日）

３．平成 30 年度広報うらやす 12 月１日号 障がい者週間ＰＲ（案）

・ヘルプマーク、ヒアリングループマークをはじめとした、配慮を促す各種マ

ークの紹介

・11 月４日「第４回障がいのある人もない人も！かがやくまち うらやす」内

で実施するヘルプマークツリー企画とツリーに掲げられた市民の声の紹介

・10 月 1 日に施行された浦安市手話等言語条例と浦安市障がい者差別解消推進

条例の紹介











NO
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ヘルプマークストラップ配布・周知状況について

◆ヘルプマーク型ストラップについて

配布数 348 個（平成 30 年 8 月 15 日から 10 月９日火曜日）

配布先 個人、市内障がい福祉団体３か所、市内小中学校（学習用）

周知方法

チラシやポスターを、市の施設や障がい福祉サービス事業所などに設置

したり、市内の保育所や学校などに周知啓発のため配布を行った。

今後、市のイベントなどでも周知していく予定。

◆ヘルプマーク型ストラップ配布時アンケート結果（97 人分まとめ）

質問１ どんな障がい（困難）をお持ちですか。（複数回答可）

回答 難病 内部障がい 義足など 聴覚障がい 視覚障がい その他

回答数 15 32 2 4 8 49 ※１

※１ 知的障がい、広汎性発達障害、精神障がい、言語障がい、肢体不自由、人工関節、

肢体不自由、大動脈解離、腎臓（人工透析）、若年性認知症、高次脳機能障がい など

質問２ どのような時に特に困難を感じますか。（複数回答可）

回答 回答数

１．困っていることをわかってもらえない 56

２．急いでいる人にぶつかられたりする 39

３．（非常時など）周囲で何が起こっているかわからない 19

４．優先席に座っていると周囲の視線が気になる 45

５．その他 10 ※２

※２ パニックにおちいる時がある、優先席に座れない、混雑、ふるえ、方向感覚がわか

らない など

質問３ どのような配慮・援助があるとよいですか（してもらいたいですか）（複数回答可）

回答 回答数

１．声をかけてもらう 28

２．ぶつからないように、道を譲ってもらう 35

３．電車やバスで席を譲ってもらう 54

４．その他 16 ※３

※３ 災害時の優遇、気にせずに乗り物ですわれること、そっとしておいてほしい、周囲に理解

してほしい、移動が困難（危険）、発作の時の対応、障がい者用トイレの利用、無意識に体をゆら

したりする時があるので変な目で見ないでほしい、聴こえずらい など


