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平成30年度第３回浦安市自立支援協議会 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11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

和洋女子大学（会長）、千葉商科大学、浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ、浦安市聴覚障害者協会

浦安手をつなぐ親の会、社会福祉法人なゆた、ＮＰＯ法人フレンズ、社会福祉法人敬心福祉会

ＮＰＯ法人千楽、社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも、社会福祉法人サンワーク

ＮＰＯ法人タオ、株式会社オリエンタルランド、浦安市社会福祉協議会、福祉部（部長）

福祉部（次長）、こども発達センター

社会福祉法人佑啓会（オブザーバー）

４．議題

（１）部会活動報告等

５．報告事項

（１）（仮称）東野地区複合福祉施設について

（２）地域生活支援拠点のイメージ共有に向けて

（３）その他

６．資料

議題（１）資料１ 部会活動報告等

報告（１）資料１ 浦安市における地域生活支援拠点の検討状況

当日資料１ 相談部会 補足資料 平成30年度 基幹相談支援センター 第１回連携会議 報告

当日資料２ モデルケース
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７．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を開催します。

本日は、お忙しい中ご出席くださいまして、ありがとうございます。

協議会を開催する前に、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、充分なご配慮をお願いいたします。

氏名等を出さなくても、内容により個人を特定できる場合がありますので、ご本人の承諾のない場合

は、特定の事例などに関するご発言はお控えいただきますよう、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。

当協議会におきましては、聴覚障がいのある方、視覚障がいのある方が委員として参加されておりま

す。ご発言の際は、ゆっくりお話しくださるよう、お願いいたします。進行が速いようでしたら、恐れ

入りますが、手話通訳の方より挙手をお願いいたします。

また、議事の記録及び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、本日の資料について確認させていただきます。

本日配付した資料は、次第のほか、議題（１）資料１ 部会活動報告等、報告（１）資料１ 浦安市

における地域生活支援拠点の検討状況、これは事前にお配りしています。このほか、当日配付資料とし

て、相談支援部会からの補足資料ということで１部、あと、地域生活支援拠点のモデル例として１部、

あと、「ヘルプマークを知っていますか？」というチラシと、「あたたかく見守ってください」という

チラシがございます。

お手元にない方、いらっしゃいますか。

それでは、今後の進行については、会長にお願いしたいと思います。

よろしくお願いいたします。

会長：皆様、お疲れさまでございます。

お忙しいところご参集いただき、ありがとうございます。先日、アメリカの障がい者福祉を視察する

機会をいただきまして、行ってまいりました。アメリカでは、ご存じのように、メディケア、メディケ

イドという、一部、公的な保険はあるものの、ほとんど民間保険でやられていたんですが、メディケイ

ドに、かなり福祉的なプログラムもあって、多くの相談支援機関みたいなものというのは、州と市の間

に郡という都道府県に似たような組織があるんですが、そこから委託を受けたプロバイダーが責任持っ

てやっているということで、行政の責任の持ち方みたいなものが結構強いなと感じました。

そのプロバイダーについては、自由に寄附を集めたりというのが、ある程度、広範囲にわたってでき
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るものですから、そういったものも運営に充てているということで、日本の場合は報酬体制になってい

るので、そういった寄附を集めたりとかというのがなかなかしにくい、乱立しているような状態になっ

ているというようなところで、それぞれメリット、デメリットを感じたところです。

でも、地域生活支援拠点というのは、割と行政の指定というところがあって、そこを中心に、民間の

事業者が協力していくというところができれば、そういったアメリカのプロバイダーに近いようなメリ

ットも得られるんじゃないかなということを思った次第です。

冒頭時間いただきましたが、早速ですが、本日の議題は１件となっております。部会活動報告になり

ます。よろしくお願いいたします。

なお、地域生活支援部会で行った地域生活支援拠点の検討状況については、報告事項（１）で改めて

取り上げますので、項目のみご説明ください。

それでは、７月12日の第２回の協議会以降、３つの部会が開催されましたので、部会ごとに活動をご

報告いただき、質問や意見をお聞きします。その後で、こども部会と本人部会については、前回部会以

降の動き等について、事務局より補足願います。

では、最初に、権利擁護部会の活動報告を浦安市社会福祉協議会よりお願いいたします。

浦安市社会福祉協議会：開催日は、７月20日の金曜日に行われております。議題１平成30年度の浦安市障がい

者差別解消推進計画について。概要は、平成29年度の取り組み状況と平成30年度の計画内容について報

告を行い、意見を伺っております。

主な取り組み状況は、広報活動とか研修活動についてということと、30年度、どのような広報活動を

していくのかということを、研修内容についての報告が行われております。その中で、聴覚障がいの方

から、企業とのやりとりの中で、意思疎通支援者による電話での本人確認の問題が複数件あったという

こと、視覚障がいの方が住居探しに苦労しているということが意見として出ております。

これは、大家さん側とか不動産仲介業者、不動産屋などが、どのようなことを不安に思っているのか

を、委員の皆さんと一緒に共有して解決する仕組みというのを考えていく必要があるのではないかとい

うような意見が出されております。また、障がいのある方への障がい福祉アンケートという調査報告も

あったんですが、当事者の方だけでなくて、障がいのない方へのアンケートを行ったほうがいいのでは

ないかということで、それによって、アンケートをすることで障がい者差別解消とかが認知されている

のかということがわかっていくのではないかという意見が出されております。

議題２、平成30年度の啓発活動予定について。広報活動としてイベントを行うとか、バリアフリーハ

ンドブックの配布を行っていくとか出されたのですが、東京都港区など先駆的な手法でＰＲ動画が作成

されているんですが、音声だけで字幕がついていないというのもありましたので、今後、作っていくの

であれば字幕をつけたほうがいいねという意見が出されております。

議題３、グループワークを行っています。広報をしていく中で、せっかく「うらやすこころのバリア

フリーハンドブック」ができているので、ぜひ活用していったほうがいいのではないかという意見が部

会の中で常々出されておりまして、委員の皆様から活発な、忌憚ない意見を出してもらうには、全体で
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やるよりもグループ分けして聞いたほうがいいのではないかということで意見交換を行っております。

主な意見は、小学校では４年生に、福祉体験教室で車椅子体験、バリアフリーハンドブックの配布が

なされているんですが、その活動は継続的に行っていくのと同時に、配布するときに、当事者の方など

も一緒に学校に行ってお配りするのもいいのではないかという意見が出たのと、自治会とか、自治会の

掲示板などに掲載のお願いをしてもいいんじゃないか。自治会の回覧を活用したほうがいいのではない

か。あと、小学校だけではなくて、中学校などに配布したほうがいいのではないか。あと、このような

ハンドブックを発行していますよとバスの中吊り広告を活用してもいいのではないかという意見も出さ

れております。

設置場所としては、市内の公民館など徐々に増えてはいるんですが、追加で置くのもいいのではない

か、また、図書館や市役所の窓口で置いていないところ。あと、病院の待合室に雑誌などがありますが、

ハンドブックを置いてＰＲをしていったほうがいいんのではないかという意見が出されております。

権利擁護部会からの報告は以上です。

会長：ありがとうございました。

ただいまのご説明に対し、ご意見やご質問がありましたら、挙手をお願いいたします。

私から１点、協議事項とは違うかもしれないですが、知識として知っておきたいのですが、小中学校

等で、障がい当事者の方のお話を聞くような機会というのは私も小さいころあったかなと思うんですが、

浦安市内の小中学校で、そういった機会というのを設けているのか、また、その頻度がわかれば教えて

いただきたいのですが、今日教育関係の方は来られていないんですね。おわかりになりますか。

事務局：バリアフリーハンドブックの配布は、それぞれの小学校で行われている福祉体験教室というのにタイ

アップする形で行かせてもらっています。大体、その福祉体験教室で企画されているのが、車椅子・白

杖体験とあわせて、視覚障がいのある方のお話を聞くとか、肢体不自由の身体障がい者手帳をお持ちの

方で足が不自由な方のお話を聞くとか、そういった機会が設けられています。

市内の一部小学校５年生もあるんですが、小学校４年生でやりましょうといったところで、皆さん足

並みそろえられていますので、それが年に機会として必ずどの小学校も一度ある。大体、当事者の方に

お話に行ってもらっているのが多いのではないかと思います。行っている感じだと。

会長：浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ、お願いします。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：この前の７月20日の議論のときに、我々のグループでの話の中では、

今、事務局がお話になったように、小学校できちんとやっているということは共通認識なので、むしろ

大人のほうが問題じゃないかと言われましたので、小学校はかなり進んでいるという認識でいます。

以上です。

会長：ありがとうございます。

頻度としては、小学校６年間の中で１回限り、十分と言えるかどうかは検討が必要かなという回数で

はあるのかなと思いますが、浦安市視覚障害者の会トパーズクラブがおっしゃったように、大人に全く

そういう機会がないというほうがまた問題もあるのかなと思います。
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ありがとうございました。

それでは、ほかになければ次に行かせていただいてよろしいですか。

次に、相談支援部会の活動報告、社会福祉法人パーソナル・アシスタンスともからお願いします。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：８月30日に相談支援部会を開催しました。議題は３つですが、

時間の半分ぐらいは議題２に書いておりますグループワークに費やしましたので、ご報告する主な内容

は前半戦とまとめの部分のご報告になると思います。

まずは、相談支援部会がどういうふうに進んでいくのか、何を目標にするのかというショートゴール

を設定するのがいいのではないかということで、事務局、リーダー、サブリーダーでショートゴールの

設定プロセス案みたいなものを部会にご提示して説明をし、ご意見を頂戴したような内容です。

委員の皆さんが持っている相談支援についての専門的な情報に差もあったようなところから、ショー

トゴール案を出したことによってそれ以外の質問、意見も出てきたようなスタートになりました。

主な意見ですが、見えない課題を議論するという話があるが、事例の積み重ねから今まで見えてきて

いなかったものを掘り起こしてきて、その見えてきた課題を抽出や議論するという理解でよろしいです

かという確認の質問が入って、課題に対する必要な手立てや機能というのを整理していく中で地域支援

生活拠点の仕組みづくりにもつながっていきますねという話をしております。

それ以外に出た意見ですが、高齢と障がいの、年齢でスライドする方もいるので、包括的な枠組みも

含めて、いろいろな連携のあり方というものを協力し合って話し合うということが必要ではないかとい

うことと、相談支援事業所マップをつくってみようという話が出ておりまして、それが完成すると事業

者の方、保護者の方、一般市民の方にもルートがわかりやすくなるんではないかという意見が出ていま

す。

また、相談支援事業所マップをつくる中で、事業所間の横の連携も育てていければいいのではないか

という意見もありました。

まとめ的な発言としては、地域生活支援拠点はスーパーデパートではなく、地域のみんなで連携しな

がら主体的に課題を解決していこうというスタンスが前提で必要になってくるということを確認し、課

題を誰かに解決してもらうという視点で拠点を見てしまうと、地域生活を支える仕組みをみんなでつく

っていこうという考えに結びついていかないので、改めて考え方を確認して、グループワークをスター

トさせました。

事例の集約とあるんですが、37個の事例が集まってきました。ただ、８月30日の相談支援部会ではと

ても37個の事例をそしゃくするには時間が足りずで、次回集まった情報をどんなふうに分析していくの

かというのは事務局、リーダー、サブリーダーで検討が必要ではないかと思っております。

議題３その他ですが、改めて拠点づくりについての解説、認識共有ということで整理しました。拠点

整備プラス面的整備を目指すわけなので、拠点整備が加わったことによってできることが少しでも地域

の中で増えていくということであれば、今機能しているものにさらに上乗せで機能するものが増えると

いうことで地域資源が活性化していくというのは、そういうゴールが明確であるということが理想的で
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はないかという話をしております。

相談支援部会でも37個の事例が集まってきていて、分析中ですが、関連して、相談支援部会補足資料

連携会議報告という資料をお手元にお出しください。

連携会議では、協議会とはまた違う参加者層による地域診断をしてみました。参加者40名で、民生委

員の方、あと地域相談員の方、当事者団体の方、行政職員の方、それから医療、福祉、高齢、児童、サ

ービス提供事業所の皆さんにお集まりいただきました。８つのグループに分かれて浦安市の強みと弱み、

そして、それを踏まえて地域生活支援拠点に期待することというグループワークをして、出た意見をま

とめたものが以下の内容になります。

大体37個の相談支援部会で集まった事例からざざっと読み解いた内容においても、連携会議で出た内

容としても、極めてリンクしている部分が多いんですが、支援の不足としては、事業所数が少ない、特

に生活介護、短期入所、それからグループホーム体験の場、グループホームそのものという意見は多く

のグループから出ておりました。

２つ目が、不登校、引きこもりの方への支援、つながりにくい人たちへの支援がまだまだ薄いという

問題意識も語られています。

３番目、これも多くのグループから出ておりましたが、障がいが重い人たちへの支援が薄い、特に短

期入所、暮らしの場、ここにはてこ入れが必要ではないかという意見も多数出ていました。大体どのグ

ループからも出ていたのが、最近とても深刻だと思うんですが、ヘルパーさんが不足している、地域生

活を支えるかなめとなる担い手たちの圧倒的な不足に対する抜本的な介入が必要ではないかという意見

も出ておりました。

５番目が、精神障がいの方への支援が薄い、これは社会資源の数としても薄いのではないかというお

話です。

６つ目が専門性、相談支援のスキルもそうですし、直接的な支援のスキルもそうですが、我々集まっ

た40人、自分たちの支援スキルは向上の必要があるんではないかという話も出ております。

医療的なケアが必要な人たちが活用できる障がい福祉サービス支援が少ない、これも複数のグループ

から深刻な問題であるという発言がございました。

今度は連携という取り組みで整理をしたところ、サービス提供事業所同士の連携、横のつながり、結

構お互いのことを知らないし、分野が違えばさらに知らないことが多いということで、もったいないよ

ねという話が出ております。

あとは、地元にある高校とのつながりが福祉側の現場とは薄いので、これも人材確保につながるんで

すが、未来世代とのつながりづくりということをやっていく必要があるのではないかという意見も出て

おります。

障がい、医療、教育分野との連携、先ほどバリアフリーハンドブックを病院の待合室に置く話が出ま

したが、そういう取り組みも有効なのではないかと思います。

あと、保健所さんとの連携がとりにくい。これは浦安にないということで、物理的な距離感で連携が
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とりにくいよねという意見も出ていました。

あと、介護保険高齢部分と障がいの連携、これは強化していく必要があるんではないかということは、

相談支援部会でも意見が出ているところです。

そして、多職種連携というのができているようでできていない、そもそも、情報発信力が弱いんでは

ないかという話が出ています。

もう一つが、自治会との連携ということで、ここも何かすてきな資源になり得るのかもしれないんだ

けれども、有効活用ができていないというところは、先ほどの権利擁護部会の方の皆さんの報告にも通

じるところがあるのかなと感じました。

街の特徴、弱いところですが、点字ブロックが少ない、困っている方が多いのではないかという意見

が多くのグループから出ております。

あと、障がいのある人とない人が自然に出会ってともに過ごせる場がもっとあったほうがいいんでは

ないかという意見がありまして、あるグループから、例えばというところで出たのが駅前センター「ほ

っぷ」のような場所があると、自然に障がいのある人とない人が集う場になるんではないかという話が

出ていました。

３番目が、家賃が高い、特に障がいのある人、身体障がいの方たちが家を借りることが難しい、これ

は車椅子使用の方でバリアフリーとなると広さも必要であるということと、収入の面の保証人の問題で

あったりというのも、先ほどの権利擁護部会の視覚障がいの方が住まいを借りにくいんだというところ

と非常に通じてくるものがあるかと思います。

あと、これも８グループ、ほぼ全体から出たんですが、地区ごとに浦安の場合、カラーが違う、かつ

転入組が多いということで、市民全体の連帯感がつくりにくいという、弱みがあるんではないかという

意見が出ています。

逆に強みとしては、道幅が広い、車椅子ユーザーも移動しやすい、バスの交通網が便利である、あと、

町に財政力がある、コンパクトサイズのシティスケールであること、公園が多くて、お祭りやイベント

が多い、こういうことが浦安の中では、私たち長所だよねという意見が多く挙がった視点です。

これらの議論を踏まえて、最終的に８つのグループの皆さんで拠点に期待することとして出たことが、

６つの機能となりました。

１つ目が、緊急時の対応、２つ目が地域づくりに絡んでくるんですが、地域活動、町のサッカーチー

ムだとか、地域のインフォーマルな活動をする人と含めて障がい福祉というところとつながる場をつく

ってもらえるといいんじゃないかということ、それから、広報、発信の機能。４番目が、ヘルパーさん

の不足にも端を発しているんですが、人的資源が集う、耕す、人材活用をリーダーシップを張ってくれ

るような機能。そして、５番目が、地域づくりへの市民の参画意識の醸造、そして、６番目が、福祉職

のみならず、市民、さまざまな業界分野の人との連携促進機能という、この６つが拠点だけに期待する

ことではなく、我々が共通認識を持って拠点とともに浦安の中で強化していけばいいなということでま

とまっていた意見となります。
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長くなりましたが、以上です。

会長：ありがとうございました。

それでは、ただいまのご報告に対し、ご意見、ご質問あればお願いいたします。

ヘルパーの人材不足の話、毎回議題に上ると思うんですが、アメリカでどのような対応をとっていた

かというと、まず、委託されているヘルパー派遣会社というのがあるんですが、場所がスーパーの２階

にあるんです。ものすごく人が集まるところにあって、そこで募集もかけている、驚いたのは、ヘルパ

ー派遣会社そのものがヘルパーの人材育成も同時に行っているんです。多少、向こうでも離職される方

がいらっしゃるので、それを埋めるように、どんどんヘルパーも育成している。実際の現場で起こって

いるいろんな課題があるわけです。自閉症の人に初めて入ったとか、そういったアフターのエデュケー

ションというか、教育、そういったものも随時受け入れるような形になっていて、フォローアップをや

っている。さすがアメリカ、そこは合理的なやり方をしているなと思った次第です。

かなり広い範囲でやっていて、ヘルパーも千何百人働いているところでした。それだけ集中的にやる

強みみたいなものを感じたんですけれども、ここはいいんじゃないかなとは思うんですけれども。

アメリカでもヘルパーの人材は不足しているそうです。すごく足りない、育成しても足りないという

ことで、同じ悩みを日米とも抱えているねという話はしたことがありますね。

では、次に行かせていただいてよろしいですか。

地域生活支援部会の活動報告を社会福祉法人敬心福祉会からお願いします。

社会福祉法人敬心福祉会：９月６日に開かれた地域生活支援部会の活動報告をします。

議題１、地域生活支援拠点については後ほど改めて説明があると思いますので、そこで出た主な意見

をここで読ませていただくんですが、これについての質問も多分説明があった後のほうがいいのかなと

思いますが、一応こういった意見があったということだけ聞いておいていただければと思います。どう

しても視点がグループホームというところにいっているので、グループホームに関するご意見が多かっ

たということです。

まず、新設のグループホームについて、重度障がい者の定員がもう少し多くてもよいのではないかと

いう点。

新設のグループホームは介護度が中・軽度の方の利用を想定した居室でも、場合によっては、障がい

支援区分４以上の方を受け入れてもよいのではという意見ですが、私の記憶では、中・軽度の方を想定

した居室でも４以上の受け入れは可能なのかどうかというような質問だったかと思うんですが、それか

ら、新設のグループホームに確保する体験利用枠１床は男女ということを考えて、１床ではなく、２床

にしてもよいのではないかという意見です。

それから、緊急受け入れ用居室が不足する事態にならないようにしてほしいというご意見があって、

これは緊急受け入れ用の居室というのが用意されているんだけれども、せっかく用意されたものが、結

局いっぱいで受け入れられなければ意味がないので、数を増やしてほしいというよりは、面的整備とい

う意味合いでも、受け入れられなくても、いっぱいでも緊急なわけですから、どこかほかで受け入れら
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れるようなシステムがつくれないかというようなことだと思います。

それから、面的整備として、市内のグループホーム、短期入所事業所等もつくって、受け入れをして

いかなければいけないという意味合いで、そういったところをつくる事業所に対するインセンティブを

設けたほうがいいのではないかということや、全体的な部分でのコーディネーターを配置したほうがい

いのではないかという意見がありました。

議題２にいきます。議題２は、雇用・就労支援の推進について、障がい者就労に係る議論を今後行っ

ていくための切り口として、参加されている委員の中で、就労支援サービスとか生産活動に携わってい

る事業所の方から、実際にやっている内容や、今感じている課題等について話を伺いました。資料には

特に意見なしとあるんですが、とりあえず、それぞれのところからどんな話が出たか簡単にお話させて

いただきたいと思います。例えば、利用者にあわせた作業を取り入れるためには、多様な作業を取り入

れなければいけなくて、そうすると、作業スペースがそれぞれの作業に対して必要になってきて、作業

スペースが十分ではないというような問題がありました。

ほかに、飲食に限定してやっている事業所というのがあって、良さもあるんですが、どうしても限定

していることによって受け入れの利用者が限られるとか、そういった難しさがあるということがありま

す。

それから、今よく言われるのは高齢化の問題があって、作業に対する能力の問題ということもあるん

ですが、自立通所が困難になってきて、どのようにそこを支援していくかというのが課題があるという

事業者も幾つかありました。

それから、支援員が足らない、応募しても、さっきのヘルパー問題と一緒なんでしょうが、応募もな

く、必要だけれども増えていかないという問題、それから、事業所によっては作業が足らないというと

ころもあれば、足りているというところもありました。

あと、一般就労を支援する事業所の話として、企業の障がい者の雇用率というのはアップしていて、

そういった意味で、意識とかシステムが進んでいって、就労できる人はかなりしていっている、その分

なかなか就労できない、就労したいけれどもできないという人がいて、求人はあるけれども行く人とい

うのは数は減っているという話がありました。

もう一つ、定着支援。一般就労した後の定着支援をしていくためには、生活を支えていくというよう

な人が必要で、そこの部分が今後もっと必要になってくるんではないかという意見がありました。

次に、議題３その他は特になしということで、議題４非公開でのグループワーク、これは毎回続けて

いるんですが、３つのグループに分かれて、障がいのある人の住まいについて話し合うということで、

とりあえず、まずこういうことをやってみようということで、障がいのある人がグループホームの利用

に踏み出しやすくなるために、どのような情報提供が必要だろうかという話をしました。

今回、グループを、グループホームの事業に携わっている、もしくはグループホームの支援にかかわ

っているような事業者のグループとそうでないグループ、主に利用者であるとか当事者関係のグループ

に分けて、それぞれの立場で意見が出やすいように話をしました。
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主な意見として、まず当事者グループからは、こういった情報が事前にあるといいというような話と

して、家賃が事前にわかっていたり、写真ですね、外観であるとか、中の間取りであるとか、バリアフ

リー対応はどのぐらいできているか、定員が何名で、実際の空き状況がどうか、世話人や看護師さんの

配置状況や食事、食事はその場でつくるグループホームもあれば、外注というような場合もあるでしょ

うし、あとは医療ケアの対応などなど、サービスの提供内容をいろいろと事前にわかるといいんではな

いか、知りたいという意見が出ました。

逆に、事業者側、事業者代表というわけではないですが、そちらのグループから出た意見として、情

報が実際には日々変わっていく、空き状況なんかは特にそうですが、細かく提供し過ぎるというのは難

しいし、情報が変わってしまうので、それが好ましいことではないのではないかというようなお話とか、

利用者が直接、グループホームに問い合わせると、そこで齟齬が起きてしまう可能性が結構あるので、

相談員とか、ケースワーカーが間に入ったほうがいいのではないかというような意見が出されました。

もともと、このグループワーク、どういう情報提供とか、どういう形での情報提供がいいかというの

をまずつくってみようという話で始めたんですが、二分された形、余り情報をたくさん出し過ぎてもと

いうのと、いろいろ情報を知りたいと、意見が分かれたので、それぞれに意味はあると思うので、考え

方とか思いの溝というか、ギャップをどういうふうに埋めていくかというところも、今後みんなで話し

合っていく必要があるのかなと思っています。

以上です。

会長：ありがとうございました。

それでは、ただいまのご説明に対し、ご意見、ご質問があればお願いいたします。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンス、お願いします。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：もし教えていただければということなんですが、部会報告の資

料４ページの議題１の最後の丸のところ、面的整備として、市内のグループホーム、短期入所事業者等

へのインセンティブ、または全体的なコーディネーターの配置を検討しては、のインセンティブという

のは具体的に何か、どういうインセンティブなのか、ご意見があったのかとか、全体的なコーディネー

ターというのは計画相談の相談員さんとはまた違って、市内の事業者さんをコーディネートするコーデ

ィネーターさんという文脈なのか、教えてもらえたらありがたいです。

会長：お願いします。

社会福祉法人敬心福祉会：インセンティブについては、具体的には出ていません。こういうところもつくって

いかなければ面的整備というので意味がないので、増やしていくためにという意味合いで出ております。

コーディネーターという部分については、私も正直はっきりは覚えていないんですが、それぞれの事

業所でとか、それぞれの相談員で相談があったときに、ばらばらに、この相談員はこうやってそれぞれ

にあるとかという形ではなくて、全ての情報をちゃんと集約して、それこそここのこの人、もしくはこ

この事業所の人というふうに聞けば全体のことを把握していて、それでコーディネートできる人という

ような意味合いだったかと思います。
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社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：ありがとうございました。

会長：そのほかございますでしょうか。

今のコーディネーターに関して言うと、生活支援拠点の地域コーディネーター、そこを意識していく

ということですか。

社会福祉法人敬心福祉会：すみません、この発言した人の意図まで、私もしっかり覚えてはいないんですが、

そこにコーディネーターというか、そこにも当然入るんでしょうが、地域生活支援拠点に入る相談員と

いうか、コーディネーターというのが市内全域のグループホームだったりとか、ほかの事業所というの

も一緒に統括して、いろいろコーディネートできるということであれば、それでいいのかなと思います

が、恐らく地域生活支援拠点のコーディネーター、もくしは相談員という部分と、基幹相談で行ってい

る全体的な支援とか相談という部分の兼ね合いというのも、後ほどもしかしたら話があるのかもしれま

せんが、恐らく、ここで出たのは個々にはやらないというような意味合い、個々の相談でそれぞれの相

談員が知っているところでやるみたいな形ではないほうがいいというような意味合いで出た話だったか

と思います。

会長：わかりました。確かについている相談支援というのは、その方、対象者の全体的なコーディネートはす

るんですが、地域資源まで含めて全部知っているかというと、そうでもないということで、資源側のコ

ーディネーターというのは、グループホーム支援ワーカーみたいなところはあるんだと思うんですが、

そういったものの資源側のコーディネートをする人とセットでというか、一緒に共同して最適なところ

を探すというふうなイメージなのかなと思いました。

ありがとうございます。

グループホームの議題４についてですが、議題４の中身については、障がいのある人がグループホー

ム利用に踏み出しやすくするための情報提供ということなので、まさに、アンケートをとっても、グル

ープホームは欲しいけれども、いつ入るかはちょっとわかりませんという回答も多かった、つまりグル

ープホームでの暮らしが想像できていないようなところもあって、細かい情報云々は、今、定員いくつ

空いていますよみたいなところは刻々変わるんだろうとは思うんですが、グループホームの生活、暮ら

しぶりみたいなところをイメージできるような情報というのは、どんどん発信していただいたらと思い

ます。

そのほかございますでしょうか。

社会福祉法人サンワーク。

社会福祉法人サンワーク：議題４のグループホームの情報提供の部分というのは、個人情報の観点から、恐ら

く利用したい方というのは見たいんですが、利用している人というのは見せたくないみたいな、そうい

う部分の難しい壁みたいなものというのもあるのかなと思うんです。例えば、グループホームの生活の

状況だったりとか、各法人さんでやっているサービスだったりとか、そういったものを上げていけると

いいのかなというところで、どういう、例えば部屋まで見てどんな感じなのかなというところは、グル

ープホームというのは見えづらい部分が多いかなというのも、今後解消していける、確かにグループホ
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ームを利用した人は多いけれども、どんなところなんだろうという、もやもやとしたものをもう少し見

える化できるといいのかなという気はします。

会長：おっしゃるとおりだと思います。情報提供の仕方の工夫みたいなところを引き続き検討いただければと

思います。

そのほかございますでしょうか。

ありがとうございました。

それでは、部会報告が終わりましたので、こども部会、経過報告等について事務局より説明をお願い

します。

事務局：こども部会は、７月５日に第２回の部会を開催して、第２回の協議会で報告させていただきましたの

で、その後どのようにしているかということをお話しさせていただきます。

資料にありますように、次は11月９日に予定しています。ここでは地域資源の連携について考えると

いうテーマで作業部会を予定しています。具体的に何をするかといいますと、こども部会に参加してい

る組織や団体がどのようにつながっていったらいいかということをグループワークで行うつもりです。

現在はそのための準備をしておりまして、こども部会に参加している組織、団体さんがどういった方を

対象に、どのような活動、あるいはサービスを提供しているのかということを一覧表にしてまとめてい

る最中です。こちらを事前にお配りして、皆が同じ情報を持った状態で、じゃあ、作業部会では障がい

のある子を育てるに当たって困り感を抱えている保護者を支えるために、今ここにいる人たち、団体組

織がどのように連携していったらいいかということを考えるということを予定しています。

以上です。

会長：ありがとうございました。

ご意見、ご質問あればお願いします。

経過報告ですので、よろしいですか。

では、引き続きまして、本人部会について、事務局からお願いいたします。

事務局：本人部会も、７月９日に第１回を行っていて、その感想についてご報告するということで、第２回の

会議でお伝えしましたので、こちらに出しております。

第１回の本人部会では、リフトつきの大型バスの試乗を兼ねて、市内の施設を回りました。回った施

設は、障がい者福祉センター、障がい者等一時ケアセンター、ソーシャルサポートセンター、グループ

ホーム（フェロウ）を見学しております。

主な意見というのが、参加された本人部会の委員様の声です。先ほどの議論ともつながってきますが、

参加された本人部会の委員さんが、ご自身もグループホームに入居したという経験を持っている方なん

ですが、グループホームに入って実際に自分で掃除、洗濯、買い物が１人でできるようになっただとか、

あるいは、ほかの方々とコミュニケーションをとることができるようになったということで、グループ

ホームで生活したことが自分自身の自信につながっていますという感想をいただいております。

そのほか、３つの意見に共通することとしては、実際に施設に行って見てみたことで、非常に学びが
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あったということを言われています。特に、直接施設の方にお話を聞くことができるというのはなかな

かない機会なので、このような機会をいただけてありがたかったという意見をいただいています。

本人部会、残り２回ほどございますが、２回の会議の中でどのようなことをしていきたいかアンケー

トをとったところ、障がいを知ってもらうこと、あるいは支援について、あるいはほかの部会で出てい

る議題について知りたいということでしたので、こちらの意見を参考にしながら設定していこうと考え

ています。

以上です。

会長：ありがとうございました。

ご意見、ご質問があればお願いいたします。

よろしいですか。それでは、報告事項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：９月６日の地域生活支援部会において説明した内容をまずご報告させていただきます。

用意した資料の前に、東野地区の複合福祉施設の建設のスケジュールに一部変更が生じましたので、

お伝えします。

当施設の建築工事については、今年の７月に入札、９月の議会で承認を得て、10月に工事を開始する

予定でしたが、７月の入札に応札者がなく不調となりました。これに伴い、入札の条件を見直して、再

度、入札を行う必要が生じました。その後、12月議会で承認を得てからの工事開始になりますので、年

明けの着工になる見込みです。着工前に開催を予定していた住民説明会もあわせて延期となります。

この施設は、全ての工事を完了した上で、平成32年４月のグランドオープンを迎える予定でしたが、

この着工の遅れに伴い、平成32年４月以降も外構に係る一部の工事が残る工程となりました。ただし、

建物自体は２月末ぐらいには完成する予定ですので、各機能のスタート時期については、準備期間等、

それぞれの運営事業所と協議、調整した上で決定していきます。

利用者への影響を最小限にとどめる方向で考えていきますので、ご迷惑をおかけして申しわけありま

せんが、よろしくお願いいたします。

それでは、資料のほうで、浦安市における地域生活支援拠点、どのような内容を整備していくのか、

検討状況をご説明します。

３スライド目をごらんください。

まず、地域生活支援拠点を整備する目的は何か、国のほうで整備が求められているものなのですが、

国の指針に記載されている内容をここでは記載しております。前に会長の講話でも話があった部分なの

で、説明は省略させていただきます。

具体的には、必要な機能としてこちらに記載している５つの機能、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。この５つの機

能を整備することとされています。多機能拠点型という１カ所に集中する形、または面的整備など、地

域の実情にあわせて整備することとされています。本市では、整備を進めている東野地区の複合福祉施
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設の中に多機能拠点を設けるということで進めていますが、その部分の運営を担う社会福祉法人佑啓会

と市で定期的に協議しながら運営内容を検討しているところで、本日はその検討状況をご説明したいと

思っています。

まず、地域生活支援拠点とは、建物ではなく機能ということなので、これまで東野にできる新しい施

設が拠店だよというイメージで市も話をしてしまっていましたが、ここで整理したいと思います。

４スライド目、東野地区にできる施設は（仮称）東野地区複合福祉施設という複合施設です。通所棟

と居住棟の２階建てで、通所棟には身体障がい者福祉センターや生活介護事業所、また、地域活動支援

センターⅠ型、ソーシャルサポートセンターなどの機能が入ります。そして、居住棟には障がい者グル

ープホーム、短期入所事業所、また、子育て短期支援事業所の機能が入ります。この居住棟に入る障が

い者グループホーム、また短期入所、ここは地域生活支援拠点の多機能拠点を担う場所となります。し

かし、本市の現状では、さまざまなところで話もされていますが、住まいの場を中心として社会資源が

圧倒的に不足している、東野に新しくグループホームや短期入所ができて佑啓会が参入したところで、

そこに全て拠点の機能をお任せできるというか、そこで全て解決とは思っておりません。会長もおっし

ゃっておりましたが、浦安市が目指す地域生活支援拠点は、多機能拠点プラス面的整備の混合型と考え

ております。

次のページに全体イメージ図というのを掲載しております。この図は、多機能拠点と地域の事業所、

また、市や基幹相談支援センターなどの面的整備部分が協力をして拠点に求められる５つの機能を達成

していこうという形をあらわしています。図が、縦に半分で区切られているのは、左側が相談ですとか

専門的人材の確保・養成、地域の体制づくりといった、いわゆるソフトの面の機能、右半分が緊急時の

受け入れ対応、体験の機会・場といった、ハードといいますか、ハードがあることで実現できる機能を

あらわしております。

左半分は、多機能拠点と基幹相談が連携や、協力しながら相談対応、人材の確保・養成、地域の体制

づくり等を行います。右の半分は、多機能拠点での生活の体験を経て、ひとり暮らしや地域のグループ

ホームへ移行するとか、また、地域の短期入所事業所と連携をしながら緊急時の受け入れ対応を行って

いくという形をあらわしています。

このように、浦安市は入所施設のない市ですが、そうした中で、障がいのある人の地域生活を多機能

拠点と、その他地域の事業所、地域全体で支えていく仕組みを構築したいと考えております。

次のスライドからは、具体的に求められている５つの機能を、浦安市でどのように実現していくのか、

現在検討している状況をご説明します。それぞれの５つの機能について、まず、国の指針で求められて

いる内容、続いて浦安市の現状、最後に、検討している具体的イメージといった流れで説明します。

地域生活支援拠点が本市の全ての課題を解決できるものではないかもしれませんが、国の指針で求め

られている内容に沿って、本市の課題を認識して解決を図っていきたいと考えています。

まず、１つ目の機能が相談になります。国の指針では、基幹相談や地域の相談支援事業所とともに、

地域定着支援を活用してコーディネーターを配置、緊急時に支援が必要な世帯や連絡体制の把握、また、
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緊急時のサービスのコーディネート、相談を行うとされています。浦安市の現状としては、相談支援事

業所の一覧を記載しています。相談部分が弱いのではというご指摘をいただくこともありますが、特に

地域移行支援とか地域定着支援が手薄な状況で、入所施設や病院から地域に移って、地域で安心して生

活をしていく、そのための支援が不足している状況と考えています。

次のページ、相談機能としては、多機能拠点、また、既に24時間365日対応可能な機能として運営し

ている基幹相談支援センター、そういった面的部分なので、それぞれどのような相談を受け付けていく

か、現在これは検討している状況です。そうした中で、現在、具体的に検討が進んでいるものとして、

多機能拠点の部分で行う緊急時支援事業があります。現在、身体と知的の障がいのある方の緊急時にお

宅に駆けつけを行う事業を実施していますが、多機能拠点では、よりバージョンアップした内容で実施

したいと考えております。

これまでは18歳以上の方に対象を限っておりましたが、今後は学齢以上18歳未満の療育手帳、精神障

がい者手帳を所持する障がい児も対象に追加する考えです。パニック等に伴う緊急対応に苦慮している

であろうご家庭のニーズに対応したものになります。

また、業務内容として、次のスライドで、これまで登録者のもとに緊急事態が発生したら駆けつける

という業務内容でしたが、新たに利用の登録のあった方に対する利用者の状況とか、ご家庭の状況を登

録時に調査してアセスメントして、また、半年に一度、モニタリングを行って、より安心して在宅で暮

らせるよう適切な支援につなげていきたいと考えております。

続いて、２つ目の機能として、緊急時の受け入れ・対応があります。９スライド目、国の指針では、

短期入所を活用して、緊急時に受け入れられる体制を常時確保することとされています。浦安市の現状

では、短期入所は市内に５事業所、各事業所、定員二、三名ということで資源が不足しています。また、

いざ緊急時に利用できるかという利便性についても課題があるのではないかと認識しております。

そこで、多機能拠点部分で具体的に実施していくのが緊急用居室確保（お助けショートステイ）です。

東野地区複合福祉施設内に短期入所として６定員分整備しますが、そのうちの１床、１枠を、常時、緊

急用の居室として確保していきます。また、緊急とは何かと、条件を厳しく決めてしまうと、いざとい

うときに利用しづらいのではないかという観点から、利便性向上のために、緊急の基準は家族や本人が

緊急と考えるものと考えています。

ただし、居室の数も限られますので、まず、市内のほかの短期入所事業所に受け入れを打診して、い

ずれの事業所も受け入れ不可の場合に限ることとして、地域全体で対応する形としたいと考えておりま

す。

続いて３つ目の機能が、体験の機会・場になります。国の指針では、地域移行や親元からの自立等に

当たって、グループホームの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供すること、機能を設けることと

されています。浦安市の現状では、グループホームが少ないということです。また、体験ができるグル

ープホーム、重度の方が利用できるグループホームが不足していることということも言われています。

そこで、多機能拠点の部分で実施するのが、体験用居室確保（お試しグループホーム）です。東野地



16

区複合福祉施設内のグループホームに、常時、１部屋、１床確保して、体験用の居室として利用してい

きたいと考えております。入所施設や病院等からの地域移行や親元からの自立に当たって、障がい福祉

サービスの利用とか一人暮らしに向けた体験の機会の場をここで提供していきたいと考えております。

４つ目の機能、専門的人材の確保・養成、５つ目の機能、地域の体制づくり、まとめて説明したいと

思いますが、国の指針では、専門的人材の確保・養成については、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、

また、人材の養成を行う機能とされています。地域の体制づくりについては、基幹相談や地域の相談支

援事業所等を活用して、地域のさまざまなニーズに対応できるサービス提供体制の確保、連携の構築を

行うこととされています。

本市の現状としては、本市では居宅介護事業者に対する職員の、喀痰吸引の研修費の補助とか、重度

障がい者を支援する事業所に対する運営費の補助ということはやっているんですが、行動援護事業者は

市内に１事業者のみであるなど、重度の障がい者に対応できる事業所体制が不足しているというのが現

状です。

社会福祉法人佑啓会からは、強度行動障がい支援者向けの研修も実施可能というような提案をいただ

いております。具体的な事業のイメージとしては、そういった研修や地域のネットワークづくりのため

の協議の場を設置することなどが考えられますが、このあたりの機能は基幹相談の役割とも整備してい

きたい部分があって、具体的な部分については検討中です。いずれにしても、全体イメージ図で示した

とおり、多機能拠点をベースに、地域全体を巻き込んで構築するのがこの地域生活支援拠点と考えてお

りますので、事業所の支援強化とか、ネットワークづくりというのは重要な要素と考えております。

最後に、地域生活支援拠点とは純粋には違う話ですが、東野地区複合福祉施設の中にできるグループ

ホームの運営内容について、特にどのような方が利用する場所なのか、また、どのように利用者選定を

行うのかを中心に検討状況を説明します。

このグループホームは、居住棟の２階、３階部分に合計18定員、整備をします。介護サービス包括型

で、家賃は部屋によって異なる金額を設定します。また、入浴や排せつ及び食事の介護、その他日常生

活上の援助を提供する予定です。

15スライド目、限られた18の定員をどのような方が利用するのか、現在検討している状況をお話しし

ます。

限られた枠の範囲で、先ほど申し上げた体験の場としての枠を確保する、それとともに重度の障がい

のある方を受け入れていく、こちらはこのグループホームの運営事業者を募集する際の条件で、障がい

支援区分４以上の方を３分の１以上ということで、18人の３分の１なので６人以上は受け入れることと

いう条件にしておりました。また、区分の低い方であっても、家庭環境など難しい状況の方もいるでし

ょうし、また、固定した人の利用で、全て部屋が埋まってしまうのは避けてほしいというご意見も頂戴

しております。

ですので、実際に地域全体で進めさせていくんだという仕組みであることを考えると、このグループ
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ホームの利用を経て、一人暮らしなり、地域のグループホームに移行していくという、通過型の部分も

設けていきたい、そうした考えから、大きく４つのタイプの利用者を受け入れていくということで、現

在のイメージとしては考えております。

１つ目が、障がい支援区分４以上の重い介護度の方が利用する居室６名、２つ目が、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６名、３つ目が、３年以内と利用期限を決めて、３年を

目安にアパート等に移行していく通過型の居室、４つ目が体験利用枠としての居室、先ほどのお試しグ

ループホーム分１名というふうに考えております。

最後に、利用者の選定方法、グループホームの利用者の選定方法については、現在、市のグループホ

ーム整備費補助金を利用して開設したグループホームは、あきが出た際は、市のグループホーム入居者

選定基準というのに基づいて利用者を決定する方法をとっているんですが、東野のグループホームにつ

いても、この流れに乗せていきたいと考えております。

具体的な流れとしては、まず前提として市が待機者リストというのを作成、管理しています。グルー

プホームの入居を希望される方は、この待機者リストに載せるという手続を、市にしていただくことに

なります。空室状況は毎月確認をし、空室が発生したら待機者に対して相談支援専門員等を通じて、入

居者調整会議にエントリーするかどうか、その希望を確認します。

続いて、エントリーのあった対象者の方々に対して、大きく２つの観点、１点目が障害支援区分の認

定調査結果という介護度、２つ目が、ご家庭の状況とか権利擁護の状況というところを総合的に見た、

この２つの観点から市が優先順位群を作成します。優先順位グループ、これをもって入居者調整会議と

いうのを開催して、優先順位のグループの案に問題がないか確認していきます。会議には市の障がい福

祉課、障がい事業課、また、あきが出た対象のグループホームの責任者、第三者的な立場でグループホ

ーム支援ワーカーの方にも今入っていただいております。

そして、対象となるグループホームが優先順位のグループを持ち帰って具体的に詳細なところまで優

先順位づけを行って、市に報告、そして優先順位が高い方から順に体験利用して、マッチングすれば利

用につながっていくという流れで考えています。一部、現在の運用方法を見直している部分がありまし

て、今は市側で優先順位を順位まで細かく決めているんですが、グループホーム側でのその時々の事情

とか体制もあるということから、市側の作業は優先順位のグループといいますか、ＡグループとかＢグ

ループとか、そういうグループの作成にまでにとどめて、グループホーム側で最終的に順位を決定する

流れに変更を考えているところです。

最後のスライド、今後の検討課題としては、基幹相談支援センターとの協力体制とか役割分担、また、

地域生活支援拠点機能の評価検証方法、また、精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム、地域移

行を推進していくのに当たって、医療とか保健、福祉分野の協議の場の設置が求められているので、こ

れも拠点における地域の体制づくりと絡んでくるかなと思っています。こういった内容で想定しており

ます。

地域生活支援部会では、地域生活支援拠点の部分の説明というのは、正直なところ、なかなかすぐに
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はご理解いただけなかったかなとは思っています。本日は、次の報告事項（２）で事例を用意していま

す。理解が進むようにということで、模擬事例というのをご用意しています。いただいた意見としては、

グループホームのところが主でした。グループホームの部分でもっと重度の方を受け入れてもいいんで

はないかとか、そういう意見が多かったところです。

事務局からの説明は以上になります。

会長：ありがとうございます。

報告事項、現在は事例を使ってイメージ共有を図ろうというものになるんですが、ここまでのところ

でご質問、ご意見があればお願いします。

浦安手をつなぐ親の会：障害支援区分４以上を６名ということですが、区分４以上の施設をつくるというのは、

一般の社会福祉法人では浦安の場合、非常に難しいと思うんです。ですから、ぜひ行政側で重度の人た

ちの引き受けを考えてほしいかなと思っています。

会長：重度枠が６名じゃ足りないんじゃないかというところですね。

そのほかございますか。

株式会社オリエンタルランド。

株式会社オリエンタルランド：10スライド目、機能②緊急時の受け入れ、これは国が示している必要な機能の

場合も入っているわけですが、緊急利用の基準、これは本人、ご家族が判断したものと、そこに異論は

ないんですが、その中で、市内のただし書きのところ、まずは市内のその他の短期事業所受け入れに打

診し、いずれも受け入れ不可能な場合に限る、これは新しく東野にできるお助けショートステイという

ところの居室が１つで、数が足りないからそのような優先順位になってしまうという理解になるんでし

ょうか。必要な機能ということで緊急時の受け入れと言われつつ、若干後ろ向き的な、消極的な基準の

ように受けとめました。

会長：ありがとうございます。ここは市で建てる緊急居室一時預かりなので、受け入れが難しい方になるべく

優先順位をつけたいというところで、民間の事業者で預かれるのであればそちら先どうぞという、ただ

単に、そういうことかな。１人であれば受ければいいかと思うんですが、２人目と来たときに、その方

がさらに重たい方というケースもあるわけで、なるべく重たい方のためにとっておくという考え方かな

と思いますが、何か事務局でありますか。そういう理解で。

株式会社オリエンタルランド：１点だけ、じゃあ、重い、軽いというのは誰が判断するんですか。

会長：ですから、民間の一時短期入所で預かれるという判断、例えば顔見知りで預かれるよ、うちで預かるよ

というところは対象者の方がいらっしゃれば、それは民間に預かっていただければいいんだろう。いや

いや、初めてだし、どんな状況かもわからないのでということがあると思うんです。そういう場合は拠

点でお預かりするとか、だから、重いとか軽い以上に、顔見知りであるとか、そういったことも含めて

の、民間で預かれるかどうかというところの判断は民間でしていただければいいかなと、僕の感覚だと

思いますけれども、皆さん、どうですか。そんな感じですかね。

よろしいですか。
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株式会社オリエンタルランド：はい。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：まず、グループホームのスライド15の浦安手をつなぐ親の会が

おっしゃった重度の方をもう少し数を増やしたほうがいいんじゃないかというのは、私も同じ意見です。

連携会議、相談支援部会、相談支援実務者会議等々で出されている、ここ数年来の課題というのが障が

いの重い方たちの暮らしの場がない、支援をする場が少ないということが、歴々、支援協議会でも語ら

れていることがありますので、ここの配分はもう一度ご検討いただけたらいいなと強く思います。

もう一つ、先ほどのお助けショートステイですが、これは誰が全体をコーディネートするのかという

疑問が湧いたのと、市内の短期入所事業者の皆さんと拠点とが同じ理解をし、同じ方向を向き、同じ基

準で物事に対峙していくという、それこそ事業所間連携というものが必要なのではないかと思うんです

が、そこに向けてのプロセスはどんなふうにお考えになっているかという質問が１点です。

もう一つは、スライド13番、専門的人材の確保・養成で、相談支援部会の報告のときに、会長からも

アメリカのヘルパーさんの育成だとか確保の取り組みのご紹介いただきましたが、我々も基幹相談もも

ちろん、エンジンをふかしていく側に立っていく組織として、これから頑張っていかないといけないな

と思っているんですが、課題が見えてきて、その課題がこれだということが整理し始めていて、それに

対する具体的な解決策を打っていくリーダーシップの問題というのがすごくこれからクローズアップさ

れていくのではないかと思っていく中で、浦安市地域生活支援拠点で実施する具体的な事業というもの

をこれからどんなふうに検討し、どのような分析のもと進めていかれるのか、何かその辺の絵図面があ

ったら教えていただきたいという２個です。よろしくお願いします。

会長：今、ご質問あった部分については、まさにそれを協議、皆さんのところでしているのかなと思ったんで

すが、違ったのかな。事務局に聞く問題なのかどうか、事務局で答えられるものってありますか。

事務局：１点目の社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとものお話、事業所間連携というものが必要ではな

いかというのは、まさにそのとおりと考えておりまして、これについて事業者さんとサービスの提供の

仕方について足並みそろえてというふうなこととなったと思うんですが、この部分も協議を進めながら

やっていかないと、恐らくサービス受け手のほうで、市に頼むときはこれでいいということと、事業者

さんにお願いするときは条件が違うとなると混乱のもとになると思いますので、そういった交通整理を

しながら進めていく必要があるかなと認識しているのはおっしゃるとおりだと思います。

ただ、具体的に今何か協議が始まっているかというと、まだそこまで至っていなくてというふうな状

況にあるのが１点です。

２点目は、お答えが非常に難しい問題かと考えております。

以上になります。

会長：市としては、建物をどうするかというところについては多分決めてくるだろうと思うんですが、まさに

中の機能については、多分この部会等々でこういう場合どう仕分けるかとか、そういうことを佑啓会さ

んも入っていただいた上で進めていく、32年のスタートに向けて進めていくということを、今までもや

ってきたし、これからも続けていくと僕は認識していたものです。
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社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：それでいいかと思います。この場で協議して提案し、決まって

いく。これはいつぐらいまでに決まらないとけないものなのかという、期日とか期限みたいなものはあ

るでしょうか。

事務局：各サービスの開始時期を見据えながらですねというふうなお答えになってしまうかと思います。グル

ープホームとか、グループホームの入居については、先に施設ができる前から募集をかけていかなけれ

ばいけないということがありますので、先行してこういった検討を今しておりますよとご提示ができる

わけですが、実際に施設ができてから提供するようなサービスについては、来年度いっぱいかけながら

という形もできようかなと思っています。これ最悪というか、一番遅いスピードでもいいのかなという

ようなところですが、早いに越したことはないとは考えております。

以上でございます。

会長：ありがとうございます。

そのほかございますでしょうか。

社会福祉法人サンワーク、お願いします。

社会福祉法人サンワーク：最初の４スライド目の居住棟の障がい者グループホーム、短期入所、そこを丸で囲

んで、地域生活支援拠点の多機能拠点機能ということと、プラス面的機能をあわせもって、３スライド

目にある必要な機能を補っていくという考え方でよろしいでしょうか。そこをまず確認したかったので。

あと、もう一つ、６スライド目の国の指針として地域定着支援を活用してコーディネーターを配置し

というところですが、現状として、地域定着を今行っているのが基幹相談とソーシャルサポートセンタ

ーのみという状況ですが、ここの部分というのは、今後どのように活用されて、逆に言うと、緊急時支

援という部分のところに関しては、多分、多く力を注がれているのかなというところを考えて見ると、

どういった形を進んでいくのかなというところと、この国の指針の中では、地域定着支援を活用し、コ

ーディネーターを配置し、なおかつ登録した上で緊急時支援をというような流れになっているんですが、

緊急時支援を受けるときに、登録していないと緊急時支援が今後受けられないものなのか、どうなのか

というところもぜひ議論の中で話し合いがされていくといいのかな。相談についていたり、サービスを

受けている人は顔がわかってくるんですが、全くサービスつながってなくて、手帳もとってなくて、だ

けど、おうちに引きこもっています、何か起きたときに緊急でお願いします、でも、登録してないから

あなたはだめですみたいなことになっていったときにどうなのかなというところが、ひっかかったので、

そこをお伺いしたい。そういう人って意外と精神障がいの方が多いので、ぜひよろしくお願いします。

会長：お答になるかどうかあれですが、ここで言っている登録ですが、これは地域定着支援、つまり緊急時の

支援が見込めない世帯というのは、地域定着支援が使える世帯とほぼ同一ということがありまして、そ

ういった意味で、地域定着支援を活用しと書いてあるのはそういうことなんです。だから、地域定着支

援を使うということは、名前等を把握するということにつながるのでという意味のことです。

だから、先ほど、市からも出ているように、地域移行、地域定着をやってない相談支援が多いのでや

ってくださいということにつながっていくことになるのかなと思います。
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そのほか。

浦安手をつなぐ親の会：入札が不調で、１回目はだめだということを新聞で私たちも知って、非常にショック

を受けておりました。さっきのお話では、これからもう一回入札を入れて12月の議会に通すということ

で、新聞の中でどういう、本当かどうかはわからないですが、機能というか、少し見直さないと入札価

格に合わないというのが出ていたんですね。今ごろ入札額が合わないというのも非常に、もっと早いと

ころで知らせてほしかったと思うんです。急に言われても無理という、障がい者団体としては、当事者

としてはすごく不安を持っているところなので、12月の議会には絶対的に通るんでしょうか。

会長：どうぞ。

事務局：今、浦安手をつなぐ親の会からお話しありましたが、入札が不調に終わりました、応札者がなかった

ということで、市から予定していた価格では誰も手を挙げなかったということでございます。ですので、

機能ですとか仕様部分、今まで我々のほうで、もちろんこちらの協議会の皆さんも含めて検討してきた

わけですが、こちらについては変更しておりません。ただ、額的に折り合いがつかなかったということ

で、仕様等の見直しは行っていないんですが、必要経費を見直して、このたび９月の議会で補正予算を

組んでご承認をいただきましたので、その価格をもって、また、条件的には金額を改めて入札を行うと

いうことです。

保証があるかということになりますと、なかなかお答えしにくいところではありますが、私どものほ

うで、今度は大丈夫だろうということで、自信を持って臨んでいるところでございますので、これで形

にしていきたいなと考えているところでございます。

以上です。

会長：そのほかございますか。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：いろいろと本当に難しい課題があるかとは思うのですが、現在

医療的ケアが必要な方が使えるショートステイというのが本当に資源ベースで言うとゼロベースになっ

てきていて、浦安ベテルホームショートステイさんが頑張ろうというふうに今準備を進めていらっしゃ

っているし、実際、そういうお受け入れが進んでいるような話も耳には届いてはいるんですが、ぜひ６

所のショートステイで１週間フルフルというのが難しいとしても、週に３日とか２日、看護師さんがい

らっしゃるというような体制をぜひぜひ、グランドオープンのときまでには準備をしていただいて、何

とか親御さんたちの負担を少しでもレスパイトができるようにと思いますので、ぜひよろしくお願いし

ます。

会長：ありがとうございます。

佑啓会さん、主には知的障がいの方々の支援だろうとは思うんですが、医療的ケアのところも苦手な

分野かなと思うんですが、ここはそういうことではなく、浦安市の拠点としてしっかり医療的ケアの自

社の部分の受けとめもしっかりしていただきたいと、私からもお願いをしたいと思います。

ちょうど時間ですが、私から最後、スライド番号15、先ほどもたびたび、重度の枠組みというのは増

やしたほうがいいんじゃないかというところと同じようなことですが、ナンバー２の中・軽度の介護度
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の方の入居の利用期限なしの６名というのがちょっとひっかかるんです。中・軽度の介護度の方であれ

ば、恐らく民間のグループホームの事業所でも受けられるはずですので、これで利用期限なしというの

は、それこそ市の拠点の仕事ではないだろうと思っています。この見直しも含めて検討していただけれ

ばと思うのと、あと、基幹相談支援センターとの役割分担だったり、連携だったりという部分について

言えば、基幹相談支援センターが入る場所がここにないのかなと思っていて、相談というのはワンスト

ップでなければならないので、拠点に基幹があるべきなんだろうと、理想的な形としては思っています。

そういったことをご意見として取り持っていただければというところでございます。

そのほかございますか。

時間も経っておりますので、報告事項（２）に移っていきたいと思います。地域生活支援拠点のイメ

ージ共有に向けてについて、事務局から説明をお願いします。

事務局：拠点の検討状況は、ただいまお知らせしたとおりです。正直まだ未検討の部分だったり、検討中だっ

たり、こうしようかなと思っていても、こうやって皆さんからご意見いただいたら、またもやもやし始

めたりというのが実際のところですので、まさにこういったモデルの事例もこうだというわけではなく、

これを活用して、ああじゃない、こうじゃないということを、また拠点に向けて皆さんからご意見いた

だく、そういう一つとして捉えていただきたいと思いますので、拠点、こんなふうに使われるかなとい

う、完全に空想でつくった事例になりますので、共有させていただきまして、今後の活発な議論の一つ

のたたき台のようなものにしていただきたいと思います。

１つ目は、重度自閉症の方の支援例ということで、在宅生活から地域のグループホームの利用へとい

うところでお話しさせていただきます。

拠点のある事例を出していますが、皆さん、この事例聞きながら、拠点がなかったとしたら浦安どう

するんだろうということも片や思い描きながら、頭をフル回転させてお話し聞いていただきたいと思い

ます。

ご本人は27歳の男性、療育手帳のマルＡ、障がい支援区分は４です。自閉症がありまして、興奮時に

自傷や他害もある方です。家族構成としては、お母様55歳、お父様とはもう離婚しており、疎遠という

ことになっています。

事例です。特別支援学校高等部卒業後、自宅でお母様と２人で生活しながら、市内のＳ生活介護事業

所に週５日通所しています。日中の出来事を引きずってしまうと、夜間に自宅で興奮し、大きな声を出

したり、頭叩きや居室からの飛び出し等が見られます。お母様も持病の腰痛が悪化する中で、興奮の頻

度が増えると本人の対応に苦慮し、担当のＡ相談支援専門員に相談します。そこで緊急時の対応策の一

つとして、地域生活支援拠点の緊急時支援事業への登録を行うことになります。これ先ほどの検討状況

のスライドの７、８に書かれていた内容です、緊急時支援事業は。後日、地域生活支援拠点の職員とＡ

相談支援専門員の訪問によってお母様との面接が行われ、緊急時支援事業への登録が完了します。

２スライド目です。登録の10日後、深夜０時を回ってもなかなかご本人、寝つかず、大声を出し、家

を飛び出そうとしてしまいます。この制止に苦慮したお母様が、やむなく緊急通報、地域生活支援拠点
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から支援員が訪問します。なかなか興奮状態がおさまらず、支援員は環境を変える必要があるかなとそ

の場で判断して、地域生活支援拠点のお助けショートステイで一晩を明かすことになります。

翌日、母親、拠点の相談員、Ａ相談支援専門員、基幹相談支援センター、Ｓ生活介護事業所、そして

行政の地区担当ケースワーカーにて緊急のケース会議を開催します。現在の家庭の課題や今後の本人の

支援方針について協議を行いました。お母様の疲労度も高まっていることや、お母様自身も一定の時期

ではご本人にはグループホーム等での自立した生活というものを望んでいたこと、あと、支援者一同も、

ご本人の状態を一貫してアセスメントする必要があるかなというような話もある中で、市にグループホ

ームの利用の申請を行おうということになりました。

ポイントというところですが、緊急時支援事業では、駆けつけた際に、支援員の判断でご自宅から本

人を離すことを行うこともあります。その際、お助けショートステイ等で一晩明かすことになります。

ただ、これはあくまでも、例えば夜間帯等の緊急的な対応となるため、必ず一番早い時間、翌日日が昇

ってというところでは、緊急のケース会議を開催したいと考えています。このケース会議では、拠点の

相談員が皆さんを招集して、そして、必ずここに基幹相談と行政も入りまして、この家庭の課題の共有

とか、今後の対応方針の検討というところをみんなで行うような体制が、日が昇ってとれるといいなと

考えています。

その後、グループホーム入居者選定基準に基づき、ご本人のグループホームへの入居が決定しました。

まずは短期的な目標として、興奮の頻度が減って落ち着いた生活ができることといったことが掲げられ

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

点のグループホームとＳ生活介護事業所で行われているアセスメント結果を一同で共有し、興奮が起こ

りにくい環境調整やかかわり方の方法を模索する日々が続きます。

拠点の機能の一つに、専門的人材の確保・養成が掲げられています。拠点のグループホームと日中事

業所でのアセスメント結果をもとにした、定期的なケース検討会議等を通じて、この直接的な支援にか

かわる日中の支援事業所の支援員のスキルアップということもこういったかかわりを通じて目指してい

く、こういったところが専門的人材の確保・養成というのが、自然発生的に行われるところかなという

ところで書かせていただいています。

続いて、拠点のグループホームに入居して２年経過し、ご本人の興奮の頻度も減り、落ち着いた生活

が送ることができるようになってきました。この時点での目標は、地域のグループホームに移行するこ

とが掲げられるようになってきます。自立支援協議会等でこの２年間の拠点のグループホームでの支援

の実践例の報告を拠点から行ったところ、市内の既存のグループホーム事業所であるＢ事業所から、１

枠増やして本人を受け入れてみたいとの声が上がります。Ｂ事業所への移行に当たっては、Ｂ事業所か

ら支援員が拠点のグループホームを訪れて、ご本人の生活状況や環境調整の工夫等を共有し、受け入れ

に向けた準備を整えました。

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

人はＢ事業所へ入居することになります。当初はなれないＢ事業所での生活にご本人も混乱する様子が
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ありましたが、拠点グループホームの支援員もＢ事業所にアドバイス等を送りながら、徐々にＢ事業所

での生活にご本人も支援員もなれていき、現在はＢ事業所とＳ生活介護事業所を利用した安定した生活

を送っていますということで、拠点のグループホームでの支援の実践例というところを共有し、実際本

人の拠点のグループホームでの生活状況ということを職員さんに見に来てもらったりすることで、地域

のグループホーム事業所でも受け入れを前向きに検討することができるのではないかと思います。

こうした拠点のグループホームの支援実践例を通じた面的整備の意味としての専門的人材の確保や養

成、地域の体制づくりといった役割も期待されてくることなのかなというところで、こういった事例を

出しました。

次のスライドは先ほどの検討状況でも使った拠点の機能のところですが、まさに今みたいな事例、す

みません、こんなきれいにはいかないと思うんですが、ここへ行くと緊急時の対応から始まり、体験の

機会を提供し、そして、そこに民間の事業者さんが複数かかわってくることで、地域の体制づくりや専

門的人材の確保・養成というのができていくといった事例として、今回出させていただきました。

最後に、場のある拠点の強みを生かした支援例になります。拠点グループホームでの支援実践例を広

く地域に共有することで、人材の養成や地域の受け皿を確保する体制づくりを行うことができるのでは

ないかと思います。拠点の場の強みを生かして面を整備していくといった好循環が期待できるのではな

いかなという事例です。

２つ目は、精神障がいの方の地域移行の事例、これも架空の空想の事例です。

ご本人の状態は45歳男性、統合失調症です。精神障害者保健福祉手帳２級、障がい支援区分２という

方です。ご家族の構成は、お父様はもう10年前に他界され、お母様は80歳で特養入所中、お姉様は他県

にて生活をされているということで、そんなにかかわりはないかなというような感じと思ってください。

20代後半で発症した統合失調症の陽性症状が顕著になり、40歳でＡ精神科病院に入院します。以来、

キーパーソンがご家族的に不在の中で、５年間、入院生活が続いています。このたび、地域移行支援に

て地域での一人暮らしを目指すことになりました。この人、一人暮らしできるのかな、キーパーソン不

在だけど大丈夫かな、地域移行支援て何だろうというようなことで、疑問がいろいろと浮かんでくるか

なと思います。

５年間の入院生活により、地域での生活に不安を覚えるご本人は、一人暮らしに移行する前に、外泊

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

験利用を経て、ご本人がすぐに一人暮らしということではなく、１年ほどグループホームを利用してか

らひとり暮らしにチャレンジしたいなと希望したこともありまして、グループホーム入居者選定基準に

基づき、通過型の拠点のグループホームの利用に至ります。

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

になります。

ここでよく出てくる地域移行支援とは、施設に入所していたり、精神科病院に入院している障がいの

ある方に対して、住居の確保や、その他地域における生活に移行するための活動に関する相談や同行支
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援、関係機関との調整等の必要な支援を行うことが地域移行支援と言われています。

先ほども申し上げたとおり、浦安市では基幹相談支援センターとソーシャルサポートセンターの２事

業所のみが、この地域移行支援の指定を受けています。

計画相談支援事業所の相談支援専門員がグループホームを利用するに当たってのサービス等利用計画

を作成し、地域移行支援事業所の相談員が地域移行支援計画を作成し、入院からグループホームの利用

までを支援します。ちょっとややこしいですが、計画相談支援事業の相談員さんと地域移行の相談員さ

んは同じ事業所がきちんと２つの指定をとっていれば、同じ相談員さんが兼ねることもできます。地域

生活支援拠点には、この地域移行に際した体験の場を提供する役割ということも国から期待されている

役の一つになっています。

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

分で行い、グループホームから決まった時間にちゃんとソーシャルサポートセンターに通所する生活と

いうのが順調にできるようになってきました。１年間の拠点のグループホームの利用で、一人暮らしに

向けた生活スキルと自信を持つことができたことから、計画相談支援事業所の相談支援専門員と一緒に

地域でアパートを探し、自立生活援助を活用しながら、一人暮らしを開始することになりました。

拠点グループホームに自立生活援助の地域生活支援員が訪れ、事前にご本人との面談や生活の様子を

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

順調に進む中で、ご本人は次は就労の場を探しているというようなところです。

ここでまたもう一つ、自立生活援助というのが出てきているんですが、これは一番新しくできた総合

支援法上のサービスになります。自宅において単身等で生活する障がいのある方に対して、定期的な巡

回訪問や随時通報を受けて行う訪問、相談対応等を行って、ご自宅において自立した日常生活を営む上

での課題を把握し、必要な情報の提供、助言、相談、関係機関との連絡等、必要な援助を行いますとい

う事業なんですが、残念ながら、浦安市には現在この自立生活援助ができる事業所さん、指定事業所が

ありません。ないのにここに持ってくるのかいという突っ込みがありそうですが、今後は、この多機能

拠点に集約されてくる事例の蓄積、分析、発信を通じた地域の体制づくりもこの拠点の役割として期待

されてくるのかなと思います。

つまり、こうした地域移行の事例が、体験の場を通じて集約されてくることで、自立生活援助を浦安

でどこかやったほうがいいんじゃないのかなとか、そういった機運を醸成していくとか、そういったと

ころも狙えるのかなと思っています。

まとめますと、10スライド目、この精神障がいのある方の精神科病院からの地域移行では、一つ大き

なテーマである体験の機会の提供がこの拠点を通して提供することができた。あと、そこに自立生活援

助、一人暮らし、ヘルパーさんでもいいと思います。事前にご本人の様子を見に拠点を訪れることで、

顔の見える関係ができて、スムーズに一人暮らしに安心して移行できる、そういった体験の機会の場、

地域の体制づくりができるような事例かと思います。

最後は、いつもの図に書いたんですが、地域移行には体験の機会が必要であり、拠点に期待される機
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能の一つです。一方、一人暮らしへの移行には、さまざまな関係機関のサポートが必要になってきます。

多機能拠点に蓄積される事例を通じた地域の体制づくり、あの資源も必要じゃない、この資源も必要じ

ゃないといった、そういったところも大事になってくるのかなというところで、この２つの事例を出さ

せていただきました。

お時間頂戴しまして、ありがとうございます。

会長：力作ですね、お疲れさまでした。ありがとうございました。

ご意見、ご質問ございましたら、お願いいたします。

本当に理想的な事例かなとは思いつつも、拠点があったらこういうことが可能になるという夢を与え

てくれるような事例になっているかなと思いますし、さまざまな制度とか、拠点の機能というものが随

所に取り入れられた事例になっているのでイメージが描きやすいものになっているのかなと思いました

が、いかがでしょうか。よろしいですか。

社会福祉法人サンワーク、お願いします。

社会福祉法人サンワーク：最初のケースの、緊急のケース会議を開く際の拠点に相談員、要は、まずは集約し

てというところですが、今後そこら辺もお話し合いになっていくんでしょうが、拠点の中に、相談員と

いうのはどの役割で、どういう立ち位置で入っていくのかというとこら辺もぜひ、話し合いに挙げてい

ただけるといいかなと思います。

事務局：これから検討なので、拠点の相談員という曖昧な書き方をさせてもらって、一応、佑啓会さんも指定

特定相談、ここでやられるというお話、聞いていますので、その相談になるのか、今まで出てきたコー

ディネーターというような役になっていくのか、この辺は、ここからはっきりさせていきたいと思いま

す。

会長：そのほかございますか。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：最初の重度自閉症者の方の支援で、拠点のグループホームさん

が支援メソッドをつくってくださって、民間の事業所さんで１床増床になったから我々もやってみます

という、手を挙げるという、この機運を高めていくというか、これこそ事業所間連携だと思うんですが、

ここをつくっていかねばならぬというところが、私どもが担当しているケースの事業者さんから浦安の

課題として指摘されていることなので、こここそ本丸なのかなということを感じましたので、ぜひこの

協議会の場でも連携ということと、事業所連帯みたいな風土をいかにつくるかというところが、まさに

地域生活支援拠点の独自の機能というところにも付随してくるのかなと思いましたので、今後、議論深

められたらいいポイントかなと思いました。

会長：ありがとうございました。

定期的な事前検討というところも、拠点の機能として、どういう勉強会も含めて持っていくかという

ようなところも関連としてはあるかなと思いました。

そのほかございますか。

だんだん拠点の機能が重たくなっていくような、負担をかけてしまうことにつながらないように、み
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んなで背負っていこうと思っておりますので、余り暗くならずに。

そのほかございますか。

それでは、報告事項（３）に移りたいと思います。

事務局からお願いいたします。

事務局：ヘルプマークの周知についてと、あとは、11月４日のイベントについて、２点ご報告します。

お手元に「ヘルプマークを知っていますか？」というチラシをお配りしております。こちらをつくり

まして、市内で今、啓発を進めているところです。先日ですと、例えば小中学校の学校長会とか幼稚園

長会議、保育所にポスターを張っていただきたいというお願いと、あとは具体的な事例を指定して生徒

さんたちにどんどんとＰＲをしていってくださいということをお願いしているところです。

今後の予定としては、例えば、医師会を通して各クリニックに配布していただいたり、あるいは、市

内のベイシティバスの中の広告として張っていただく、あるいは、ショッピングモールでポスターを張

っていただくとか、なるべく普通のといいますか、一般の方の目に触れやすいところに掲示をして、啓

発を進めていこうとしているところです。

ストラップをつくりましたが、現在の状況としては600個つくりまして、団体さんに配布した分も含

めて348個、既に配布が済んでおります。配布の際には簡単なアンケートをとっております。まだ全て

の方がアンケートに答えてくれるわけではないというところと、まだ未集計の部分があるのですが、現

在のところ97名から回答をいただいておりまして、簡単にご紹介しますと、複数回答で、どのようなと

きに困難を感じるかという質問に対しては、97名のうち56人の方が困っていることをわかってもらえな

い、あるいは、45名の方が例えば電車等々で優先席に座っていると周囲の方の視線が気になるとか、そ

ういったことを答えていらっしゃいます。このヘルプマーク自体、外見からはわかりにくい障がいを抱

えている方が配慮を求める、そういったマークになりますので、障がいをお持ちの方がこれを持ってい

るというだけでなく、周りの者がこれが何を意味するかがわかるようにならないと機能していかないと

思いますので、今後も啓発を続けていくところです。

これに関しては、11月４日のイベントにおいても大々的にＰＲをしていく予定でおります。11月４日、

日曜日、午前10時から午後３時まで、新浦安の駅前広場でイベントを行います。またご案内させていた

だきますが、お時間のある方はどうぞ足をお運びくださいませ。どうぞよろしくお願いいたします。

事務局からは以上です。

会長：ありがとうございました。

そのほかに、委員の皆様から報告事項などございますか。

社会福祉法人なゆた。

社会福祉法人なゆた：今日、お配りのチラシに「あたたかく見守ってください」※というものがあると思うん

ですが、私がフェイスブックでたまたまこれを上げている方を見つけて、横浜市の港南区で作成してい

るものですが、今日の会議でも視覚化とか見える化というところ、会長も、アメリカに視察に行ったと

きにスーパーの中でヘルパーの募集をしているとか、そういうところで、コミュニケーションの障がい
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がある自閉症の方とか、見た目ではすごくわかりづらい、気遣いとか、昔で言うＫＹと言うんですか、

空気が読めないような行動する方がたくさんいらっしゃるので、ぴょんぴょん跳ねたり、何でこういう

ことをするのかなと、一般の方からしたらちょっと怖いような行動だったり、変だなという行動が、こ

れをいろんなところに張ってもらうことで、周囲の方がこういうことなのかなとわかってもらうという

ことが大切で、浦安市でもこういうポスターを作成して、いろんな病院だったり、ショッピングモール

だったり、そういうところに張っていただけると一般の人が目にすることで、ご理解していただいたり

するのかなと思って、皆さんに配布させていただいております。

会長：自閉症の人の症状をこういったイラストにして掲示するようなパンフレットって、本当に、今まで余り

見たことがなかったので、非常にわかりやすくていいなと私も思いました。

浦安でも普及の一つになるといいなと思っております。情報提供ありがとうございました。

ほかにございますか。

なければ、これをもちまして第３回自立支援協議会を終了します。

次回の会議は、平成30年11月22日木曜日を予定しております。各部会におかれましては活発な意見交

換をお願いします。そして、その結果を協議会に上げていただき、さらに対話を継続していきたいと考

えております。

本日はお忙しい中、ご参加いただき、ありがとうございました。

※障害理解啓発ポスター（あたたかく見守ってください）

http://www.city.yokohama.lg.jp/konan/kucho/pdf/kucho423-01.pdf
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（１） 部会活動報告等
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（２） 地域生活支援拠点のイメージ共有に向けて

（３） その他

４ 閉会
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部会活動報告 等

（１）部会活動報告

第２回権利擁護部会活動報告 開催日 ７月 20 日（金）

議題１ 平成 30 年度浦安市障がい者差別解消推進計画について

（概要）平成 29 年度の取り組み状況と平成 30 年度の計画内容について報告をおこ

ない、意見を伺った。

（主な意見）

○29 年度の相談で、法（障害者差別解消法）そのものの認知と言うか、理解度合

いを起因とする相談というものがあったかどうか、わかれば教えていただきたい。

→企業側の理解度合いが起因とは限らないが、目立った相談としては、聴覚障

がいの方の意思疎通支援者による電話での本人確認の問題が複数件あった。

○件数には表れていないのかもしれないが、実際に視覚障がいのある方が住居探し

に苦労している事例もある。

→貸主側の不安を一緒に共有して解決する仕組みとかは考えていく必要があ

ると考える。

○障がいのないの方へのアンケートは重要だと思う。負担のない範囲で定期的にや

れると、周知がもしも不十分になっても、対応が取りやすいと思う。

議題２ 平成 30 年度啓発活動予定について

（概要）平成 30 年度の啓発活動予定について報告をおこない、意見を伺った。

（主な意見）

○啓発として作成する動画については、ぜひとも、全部に字幕をつけていただき

たい。

議題３ （非公開）グループワーク

～「うらやすこころのバリアフリーハンドブック」の活用について～

（概要）４～５名のグループに分かれ、うらやすこころのバリアフリーハンドブッ

クの活用方法について意見交換をおこなった。

（主な意見）

○小学校でのバリハンの配布時に当事者も一緒に学校に。野坂さん協力する。

○小学校で配ったバリハンは家庭で家の人にも見てもらっているのか？（感想を

聞くような）アンケートを挟みこみ、後日回収してはどうか。

○設置場所として、公民館や図書館にも。

○幼稚園児にも簡単にして配布してはどうか。
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○子供は大人のマネをするので、大人への啓発を。

→大人用のバリハンをつくる

→母子手帳と一緒に配布する

→幼稚園・保育園の入園条件とする（障がいについて理解できているか）

○内容を明るい雰囲気にしたい。

○浦安の自分たちが行っているまちづくりにもっと誇りをもつとよいのでは。

○＊＊障がいの方にはこうしてはダメ、ああしてはダメ、ばかりではマイナスな

イメージなので、皆の声掛けで皆ハッピーになるような感じの動画も必要。

→この意見に対して、視覚障がい者、聴覚障がい者にはやってはいけないこ

ともあり、それは大事なことなのでちゃんと伝えてほしいという意見も出た。

○自治会掲示板への掲載・自治会を通じた配布を。

○バスの中吊りに。

○中学校にも配布を。

○小学生向け配布は福祉体験教室とタイアップできているので、配られる意味が

伴っているのでこのまま継続し、深めていければよい。

○大人の理解というところでは、警察行政は部署により理解度・配慮が異なる。

満遍なく理解が浸透するよう、よりしっかりした働きかけが必要。

○ＢtoＣ（お客様相手のサービス）において、法律の周知や共生社会を追及して

いくという視点で理解を深めてもらう機会が必要。

○介護者にもバリハンの内容を理解してもらう。

○私たち自身も改めてバリハンを読んで理解を深める必要がある。

○病院（待合室）に設置する。

○市役所庁内のいたるところに設置（市民ホールや窓口で待っている方の目に留

まるように）する。

○転入者へ配布する。

○設置しても手に取ってもらえるか？表紙の工夫等も考える必要があるのでは。

議題４ その他

（概要）つなぐプロジェクトの一覧を配布した。

（主な意見）

特になし。
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第２回相談支援部会活動報告 開催日 ８月 30 日（木）

議題１ 相談支援部会のショートゴールの設定について

（概要）リーダー、サブリーダー、事務局作成の案を基に、部会のショートゴール

について意見を伺った。

（主な意見）

○見えない課題を議論するとは、（事例の積み重ねから）今まで見えて来ていなか

ったものを掘り起こして、見えてきた課題の抽出や議論をするということか。

→課題の整理に加えて、課題に対する必要な手立てや機能も整理する。

○整理とは、必要な機能、足りない機能を明らかにして、どう補っていくかをみ

んなで考えていくということか。

○高齢と障がいについては年齢でスライドする方もいるので、包括的な枠組みを

念頭にいろいろなところと協力し合う必要がある。

○（各事業所の特色や役割を整理した）相談事業所マップが完成すると、事業者

や保護者、一般市民にもわかりやすくなると思う。

○相談事業所マップを作る過程で、事業所間の横の連携も作っていきたい。

○複合施設に入る通所施設は、事業所が決まっているのか（→事務局より回答）

○地域生活支援拠点はスーパーデパートではなく、地域のみんなで連携しながら、

クリエイティブに主体的に課題を解決していこうというのが前提。課題を誰か

に解決してもらうという視点で拠点を見てしまうと、地域生活を支える仕組み

づくりに結び付かない。課題解決の仕組みにつなげていくときに拠点をどう生

かしていくかという流れになるのだと思う。

議題２ （非公開）グループワーク

～事例の集約による地域課題の抽出と地域診断～

（概要）小グループに分かれ、事前に提出を受けた「相談で困った事例」を用いて、

浦安独自の地域課題について意見交換を行った。

（主な意見）

○特になし

議題３ その他

（主な意見）

○そもそもの拠点の機能というのは、何でも解決できるようなものではなくて、

拠点も地域の機能の一つだと思う。

○浦安市は、地域生活支援拠点について、拠点整備プラス面的整備を目指すわけ

だが、では拠点整備がない面的整備を選択していたならば、どうするつもりだ

ったかという点も考える必要がある。そこに拠点整備を加えたことによって、

できることが少しでも増えるのであれば、やっぱりそれが理想的だと感じる。



議題（１）資料１

20181011 第３回自立支援協議会

4

第２回地域生活支援部会活動報告 開催日 ９月６日（木）

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

（概要）浦安市における地域生活支援拠点の考え方、（仮称）東野地区複合福祉施設

内グループホームの運営方法などに係る検討状況を説明した。

（主な意見）

○新設のグループホームは、重度障がい者の定員がさらに多くても良いのでは。

○新設のグループホームは、介護度が中・軽度の方の利用を想定した居室でも、

場合によって障がい支援区分４以上の方を受け入れても良いのでは。

○新設のグループホームに確保する体験利用枠１床は、男女も考慮し２床にして

は。

○緊急受け入れ用居室が不足する事態にならないようにしてほしい。

○面的整備として、市内のグループホーム、短期入所事業所等へのインセンティ

ブ、また全体的なコーディネーターの配置を検討しては。

議題２ 雇用・就労支援の推進について

（概要）障がい者就労に係る議論を行うための切り口として、障がい者就労支援サ

ービス事業所の委員から、各事業所の対象利用者や作業内容、感じている課

題、ニーズ等についての話を伺った。

（主な意見）

○特になし

議題３ その他

（主な意見）

○特になし

議題４ （非公開）グループワーク

～グループホームに関する情報提供について～

（概要）３グループに分かれ、障がいのある人がグループホーム利用に踏み出しや

すくなるためにはどのような情報提供が必要か意見交換を行った。

（主な意見）

○以下のような情報が一覧で提供されると良い。

・家賃、写真、間取り、バリアフリー対応、定員、空き状況などの基本情報

・世話人や看護師の配置状況、食事の内容、医療的ケアの対応などサービス提

供内容に関する情報

○事業者側としては、情報は日々変わるので、細かく提供しすぎるのは難しい。

○事業者側としては、利用者が直接グループホームに問い合わせるのではなく、

相談員やケースワーカーが間に入る形が望ましい。
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（２)部会経過報告

こども部会報告

・第３回こども部会（11 月９日）に向けての活動報告

作業部会「地域資源の連携について考える」を予定。

連携する地域資源の情報共有を目的に、部会に参加している組織・団体の情報（対

象、業務・活動内容等）をまとめた一覧表を作成中。

本人部会報告

・第１回本人部会（７月９日実施）の感想等

リフト付き大型バスの試乗を兼ねて、障がい者福祉センター、障がい者等一時ケ

アセンター、ソーシャルサポートセンター、グループホーム（フェロウ）を見学

した。見学後、感想、今後話し合いたいこと、他に行ってみたい施設等について

意見をいただいた。

（主な意見）

○自分自身もグループホームに入居したが、自分で掃除・洗濯・買い物を一人でで

きるようになり、入居者の方々と食事の際に趣味・仕事など色々話せて、コミュ

ニケーションが取れる自信が出てきています。（グループホームについて、ご自

身の体験に基づく感想）

○はじめて施設を訪問し、とても参考になりました。施設の方の気配り等を学んで

みたいと思いました。許されるなら、機会を作って施設に訪問して、もっともっ

と障がい者同士理解しあえるような活動に精進したいと思います。

○まさに「百聞は一見にしかず」でとても勉強になりました。

○普段は見ることがなかなかできない数々の施設を実際に見学でき、貴重な体験だ

った。本人部会の委員から施設関係者に直接質問できる機会はあまり無いと思う

ので、その機会を得られたことも非常に有意義であった。

○今後の話し合いたいこととしては、次のとおり。

障がいを知ってもらうこと（４人）、受けたい支援（３人）、他部会で出ている課

題（３人）
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（相談部会 補足資料）

平成 30 年度 基幹相談支援センター 第１回連携会議 報告

●連携会議について

日 時：平成３０年７月１０日（火）午前１０時～正午

ところ：まちづくり活動プラザ３階

テーマ：「みんなで考えよう、浦安市の地域生活支援拠点」

参加者：４０名（民生委員、行政職員、サービス提供事業所、団体他）

内容：東野に建設する複合施設「地域生活支援拠点」についての概略説明とグループワーク

●まとめ：8 グループの検討結果と考察

「地域生活支援拠点」についてのミニ講義を聞いた後、８グループに分かれて、「浦安市の強みと弱み」に

ついて、グループワークを行った。以下はその結果と考察。

〔支援の不足〕

① 業所数が少ない（生活介護、短期入所、体験の場、グループホーム）

② 不登校、引きこもりなど支援につながりにくい人たちへの支援が薄い

③ 障がいが重い人たちへの支援が薄い（特に短期入所、暮らしの場）

④ ヘルパーが不足している

⑤ 精神障がいの方への支援が薄い

⑥ 専門性（支援スキル）が弱い

⑦ 医療的なケアが必要な人たちが活用できる障害福祉サービス、支援が少ない

〔連携の取り組み（弱いこと）〕

① サービス提供事業所通しの連携、横のつながり（お互いの事知らない、異分野知らないこと多い）

② 地元にある高校とのつながりが薄い（未来世代とのつながりづくり）

③ 障がい、医療、教育分野との連携

④ 保健所等との連携がとりにくい

⑤ 介護と障がいの連携

⑥ 多職種連携、情報発信が弱い

⑦ 自治会との連携

〔街の特徴（弱いこと）〕

① 点字ブロックが少ない

② 障がいのある人、無い人が自然に出会ってともに過ごせる場が必要

③ 家賃が高い（障がいのある人、特に身体障がいの人たちが家を借りることが困難）

④ 地区ごとにカラーが違う、転入組が多く市民全体の連帯感をつくりにくい
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〔街の特徴（強いこと）〕

① 道幅が広い（車椅子ユーザーも移動しやすい）

② バス交通網が便利

③ 街に財政力がある

④ コンパクトサイズ

⑤ 公園が多い

⑥ お祭りやイベント多い

〔拠点に期待すること〕

① 緊急時の対応

② 地域活動（地域のインフォーマルな活動を含めて）とつながる場

③ 広報、発信の機能

④ 人的資源が集う、耕す機能（介護従事者等）・人材活用

⑤ 地域づくりへの参画意識の醸造

⑥ 連携促進機能



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
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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
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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
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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 ○ ○ ○ ○
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（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〜
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（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〜
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（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



モデル１ 重度⾃閉症の⽅の⽀援例
〜在宅⽣活から地域のＧＨ利⽤へ〜

◆本人の状態

27歳男性 療育手帳マルＡ 障害支援区分４ 自閉症 興奮時に自傷、他害あり

◆家族構成

母親（55歳）※父親とは本人幼少期に離婚以来疎遠。

1

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

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

緊急時支援事業とは？→「浦安市に

おける地域生活支援拠点の検討状
況」スライド7.8を参照してください。

議題（１）当日配布資料
2018.10.11第３回自立支援協議会



モデル１ 重度⾃閉症の⽅の⽀援例
〜在宅⽣活から地域のＧＨ利⽤へ〜

2

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

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

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

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



モデル１ 重度⾃閉症の⽅の⽀援例
〜在宅⽣活から地域のＧＨ利⽤へ〜

3

その後、ＧＨ入居者選定基準に基づき拠点ＧＨへの入居が決定する。

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

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

“専門的人材の確保・養成”も地域生活支援拠点の担う機能の１つです。

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



モデル１ 重度⾃閉症の⽅の⽀援例
〜在宅⽣活から地域のＧＨ利⽤へ〜

4

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

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

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

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



モデル１ 重度⾃閉症の⽅の⽀援例
〜在宅⽣活から地域のＧＨ利⽤へ〜

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

（１）緊急時の迅速・確実な相談支援の実施・短期入所等の活用

⇒地域における生活の安心感を担保する機能を備える。

（２）体験の機会の提供を通じて、施設や親元からＧＨ、一人暮らし等への生活
の場の移⾏をしやすくする⽀援を提供する体制を整備

⇒障害者等の地域での生活を支援する。

5

必要な機能

①相談

②緊急時の受け入れ・対応

③体験の機会・場

④専門的人材の確保・養成

⑤地域の体制づくり



モデル１ 重度⾃閉症の⽅の⽀援例
〜在宅⽣活から地域のＧＨ利⽤へ〜

6

（仮称）
東野地区複合福祉施設

基幹相談支援セン
ター

相談支援事
業所

市

ひとり暮
らし

ＧＨ

短期入所

自立支援協議会

障がい福祉サー
ビス事業所

★多機能拠点

調整

連携

移⾏

移⾏

専門的人材の確保・養成
地域の体制づくり

★面的整備

評価・検証

協⼒

調整・協⼒

①相談
④専門的人材の確保・養成
⑤地域の体制づくり

②緊急時の受け入れ・対応
③体験の機会・場

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

・基幹相談のバックアップ
を受けながら、本人・家族
を相談支援で支える

・緊急ケース会議に参加し、課題の
ある家庭を把握
・支給決定

・拠点と共同して支援方
法の検討・検証

・お助けショートステイ
・ＧＨ

・地域のＧＨの支援を
アフターフォロー

・拠点ＧＨの協力
を得ながら、ＧＨ
の増床、受け入れ

・緊急ケース会議に参加
し情報共有
→その後の長期的な支

援において計画相談支
援事業所をバックアップ

・ケース検討を通じた人
材養成



モデル２ 精神障がいのある⽅の⽀援例
〜精神科病院からの地域移⾏〜

◆本人の状態

45歳男性 統合失調症 精神障害者保健福祉手帳２級 障害支援区分２

◆家族構成

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

7

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

一人暮らしでき
るの？

そもそも、地域
移行支援と

は？

キーパーソン
不在の中、誰
が中心となって
進めるの？



モデル２ 精神障がいのある⽅の⽀援例
〜精神科病院からの地域移⾏〜

8

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

地域移⾏⽀援とは…

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

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

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

地域⽣活⽀援拠点にはこの“地域移⾏”に際した体験の場を提供する役割も期待されてい
ます。



モデル２ 精神障がいのある⽅の⽀援例
〜精神科病院からの地域移⾏〜

9

拠点ＧＨでの生活をとおして、食事の提供以外の身の回りのこと（洗濯や掃除等
の家事）を自分で行い、ＧＨからソーシャルサポートセンターに決まった時間に
通所する生活を送ることができるようになる。

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

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

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



モデル２ 精神障がいのある⽅の⽀援例
〜精神科病院からの地域移⾏〜

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。
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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



モデル２ 精神障がいのある⽅の⽀援例
〜精神科病院からの地域移⾏〜

11

（仮称）
東野地区複合福祉施設

基幹相談支援セン
ター

相談支援事
業所

市

ひとり暮
らし

ＧＨ

短期入所

自立支援協議会

障がい福祉サー
ビス事業所

★多機能拠点

調整

連携

移⾏

移⾏

専門的人材の確保・養成
地域の体制づくり

★面的整備

評価・検証

協⼒

調整・協⼒

①相談
④専門的人材の確保・養成
⑤地域の体制づくり

②緊急時の受け入れ・対応
③体験の機会・場

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

・計画相談支援事業所
・地域移行支援事業所

・基幹相談のバックアップ
を受けることも

・支給決定

・お試しＧＨ
・ＧＨ

・自立生活援助事
業所との連携

・場合によっては居宅介護の導入も
・就労支援

・拠点と共同して支援方
法の検討・検証


