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平成30年度第４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11月22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

介護給付費等の支給に関する審査会、株式会社オリエンタルランド、千葉県立市川特別支援学校

福祉部（部長）、福祉部（次長）、こども発達センター、教育研究センター

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）地域生活支援拠点のイメージ共有に向けて

（２）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 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４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部会活動報告等となっております。このほか、

当日資料として、「報告事項（１）資料」がございます。

お手元にない場合は、事務局までお知らせください。

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。

よろしくお願いします。

会長：皆さん、こんにちは。

お足元の悪い中、ご参集いただきまして、ありがとうございます。急に冷え込んでもまいりましたの

で、私の周りでも体調を崩されている方が多いです。ぜひ、お気をつけください。

それでは、10月11日の第３回の協議会以降、４つの部会が開催されたようですので、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たいと思います。その後で、相談支援部会については、前回

部会以降の動き等について、ご報告をお願いしたいと存じます。

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

ＮＰＯ法人フレンズ：すみません、本日、浦安市社会福祉協議会がお休みのため、私、ＮＰＯ法人フレンズが

かわりを務めさせていただきます。

会長：では、ＮＰＯ法人フレンズからお願いします。

ＮＰＯ法人フレンズ：第３回権利擁護部会活動報告。
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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。

浦安市における地域生活支援拠点の考え方、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

に係る検討状況を報告した。

主な意見。

図面を見るに、女性が入れるグループホームという発想で企画されたものか心配になる。

男女の比率はどうなっているか。

緊急時支援事業に学齢以上18歳未満が入るようになったのはよい。

行政には民間にとってリスクの高い、区分４以上の方を対象のグループホームをたくさんつくっても

らわないといけない。

東野のグループホームのエントリーは、東野だけ別に募集するのか。既存のグループホーム待機者リ

ストに入っている方も含めて選定していく。

利用期限のない居室は、一生住めるということか。これに対して、利用期限がない、といったところ

については多数意見をいただいているので、お声を受けて、見直しを図っていく。

グループホーム待機者リストは、現在何名ほどか。現在17名となっております。

利用期限のある居室の通過先の担保、仕組みはどうするのか。これについては、具体的なマッチング

作業を通じて、新たなグループホーム整備が進むのではないかと期待しているということです。

図面を見ると、施設と変わらないように見える。グループホームらしい運営をどうやって行っていく

のか。

東野のグループホームでしかできない、受け入れられないような入居基準があってもよいのではない

か。

既に地域のグループホームに入っている方が、年々、医療依存度が上がったり重度化する中で、地域

のグループホームから東野のグループホームへといった移行もできるとよい。

利用者の重度化に伴い、スプリンクラーの設置等も必要になる。現在設置されている地域のグループ

ホームの問題点や、そういったところをコーディネートしてくれる、相談できるところがほしい。

緊急用居室確保は緊急が立て込んだ場合はどうなるのか。これについては、地域のショートステイに

も打診した上で全て埋まっている場合は、運営法人の本部資源（市外）も利用しながら受け入れを行う。

緊急受け入れは浦安市に住民登録がなくても可能なのかという意見ですが、住民登録がないケースも

運営法人は受け入れている経験があり、十分想定されるので受け入れをする方向で考えている。

区分が重いとか軽いとか関係なく、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う。行政

の関わる施設ほど、困難な人を受け入れてほしい。元々は重度の人のグループホームをつくる、という

話であったと思う。

通勤寮のような、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、そういうことを練習をしてくれる場で

あってほしい。部屋だけでなく、先生役、ソフト面の充実が必要。
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こういったご意見がありました。

次に、議題２を読み上げます。

Ｕモニアンケート実施結果について。

10月上旬に行った浦安市インターネット市政モニター制度「Ｕモニ」の結果（速報）を報告しました。

主な意見としては、問７の「理解を深めるためには、何が必要だと考えますか」の設問の回答選択肢

に「小さいときから一緒に過ごす」という選択肢を入れてもらえなかったのがショックである。

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

先生等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れども、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といったきっかけまで分析で入れば、またいいものができるのではないか。

次は、議題３その他になります。

広報うらやす12月１日号を活用した「障がい者週間」ＰＲについての意見を伺った。

前回の作業部会（バリアフリーハンドブックの活用方法について）を受けて、実現可能そうな取り組

みを報告した。

次が、ヘルプマークストラップの配布・周知状況について報告した。

次が、11月４日「障がいのある人もない人も！かがやくまち うらやす」を周知した。

主な意見は、自治会連合会では広報誌「うみかぜ」を２カ月に１回出しているので、そちらにもし載

せてもよろしいのであれば、載せたいと思う。

ＪＲ新浦安駅で、困っている人への声かけを促す放送を行っている。非常に影響力が大きいので、市

役所でも放送の中でやるとよいのではないか。

ＪＲのポスターで、「困っている人に声かけをしましょう」というポスターが常時張り出されている

が、ここに一つヒントがあるというふうに思う。障がいのある人を手助けしましょうでなく、高齢者も、

小さいお子さんも、困っている人皆さんに声をかけましょうという、この考え方が実はすごく大事だと

思う。

有効なＰＲとして、ドキュメント映画のようなものなどをつくってもおもしろいかもしれない。

ハートプラスマークとヘルプマーク、浦安市としては、どちらが一押しなのか。ハートプラスマーク

は内部障がいに特化したマークなので、ヘルプマークとはまた用途が少し異なるので、両方必要になる。

ヘルプマークをみんなに知ってもらうには、例えば障がい福祉課・事業課が主催するチラシには全部

出すようにするとか、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る等、とに

かく障がい福祉課、事業課関連のものには必ずああいう赤っぽいものがあるなというのを知るだけで、

何となく広がっていくのではないか。

以上になります。

会長：ありがとうございました。
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それでは、ただいまの説明に対し、ご質問やご意見等ございましたらお願いします。

よろしいでしょうか。

私から１点。矢印で事務局側が答えているところがある、という理解でよろしいですか。

ＮＰＯ法人フレンズ：はい。

会長：事務局から答えがないところで、１点、気になるところとしては、議題１の主な意見、図面上、女性が

入れるグループホームという発想で企画されたものか心配になるということに対する、大丈夫なんです

よという話というのは何かございますでしょうか。

事務局：グループホームの平面図を使って説明をさせていただいた部分ですが、この中で、男女の居室の割り

当てというか、区分けはどうなっているかというご質問がありました。今、平面図がないので詳しく説

明できないですが、真ん中に大きな区切りがございまして、ここで男女の一応スペース分けはするよう

になると考えていると申し上げて、一応の了解を得たところであります。

ただ、18床の中で、どの程度男女の比が出てくるのか、これは実際に募集を始めてからでないとわか

らない部分もございますので、流動的な運用になるかもしれないと申し上げて、ご了解をいただいたと

ころになっております。

会長：はい、わかりました。

そのほかございましたらお願いいたします。

後で戻っても構いませんので、続けていきたいと思います。

地域生活支援部会の活動報告を社会福祉法人なゆたからお願いします。

社会福祉法人なゆた：第３回地域生活支援部会活動報告をいたします。

開催日は11月１日木曜日です。議題は３つあります。

議題１住まいの場について、前回の第２回地域支援部会の最後に作業部会を持ったところでご意見を

まとめたものを、委員の皆様に報告しております。

概要は、９月６日の第２回地域生活支援部会後の作業部会で、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情報提供とは何か、というところで議論をした結果を報告しております。

主な意見は、利用者側がグループホームについて具体的なイメージを持てていないのではないか、ま

た、グループホーム利用者の生活モデルの事例や、住まいの場としてグループホームを選択する際のポ

イント、相談して利用するまでの過程等を情報提供する検討をしてもよいのではないかと思う。こちら

に対して、グループホーム支援ワーカーという方がいらっしゃるんですが、その実施事業として、事業

者や利用者さんや団体を対象に説明会を行っているということで、活用したらどうかというところです。

あと、グループホーム支援ワーカーの周知内容を参考に、浦安のグループホームの実態に合わせた内容

を考えるのもよいのではないか。

現在あるグループホームでは不足している機能を明らかにする作業も必要なのではないか。

情報を、この情報というのが、普通の賃貸物件の不動産情報、そういう細かい情報等を資料に載せて

公開するというところでは、利用者さんの住まいの場というところで、個人情報の問題が多いというと
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ころで、どの程度公開していくかを集約していければよいのではないかという意見です。

あと、そもそも住まいの形態は、浦安市の中で、選択できるほどないというところで、グループホー

ムをどんどん増やすべきなのか、一人暮らしに移行できる方はいないのか、まず現在のグループホーム

利用者の把握、整理をしてみてはどうか。

これまでどのような相談が浦安市またはケースワーカーの方にあって、どんなケースをお断りしたか、

そういう情報を事例として議論の材料にしてはどうかというご意見がありました。

次に、議題２（仮称）東野地区複合福祉施設及び浦安市地域生活支援拠点について。こちらに関して

の主な意見を発表させていただきます。

グループホームの中・軽度対象で利用期限なしの居室は不要という意見に関して、中・軽度の方も、

生活面の不安が大きいので一人暮らしに移行するのは難しいというところで、グループホームを選んだ

例もあるというところで、不要というのはどうか。

あくまで多機能拠点のグループホームについては通過型が基本というところで、生活面のサポートは、

今年度からできた自立生活援助の活用を考えてみてはどうか。

介護度というか、区分とかの重さだけでははかれない部分もあるのではないか。

緊急時支援事業について、市の事業と制度の整理を行い、地域定着・地域移行などの制度上のサービ

スを伸ばす視点の検討が必要ではないか。

現在の青少年サポート事業は、対象年齢が25歳までになっているのですが、25歳以上の発達障がいの

方が相談、カウンセリング等ができる専門的な機関等が必要ではないか。

議題３雇用・就労支援の推進について。

概要は、障がい者雇用・就労に関して感じている課題について、前回は事業者側の委員の皆様にご意

見を伺ったんですが、今回は当事者側の委員の方を中心にご意見を伺っております。

主な意見。現在の事業所に通えているのは色々な作業あること、高等部時代の実習では１事業所で

色々な作業ができる例は少なかった。色々な作業の中から選べる工夫を求めたい。空きがある事業所に

無理やり入れるようなことにならないでほしい。

精神障がいのある人で、少し気に入らないと、すぐ仕事をやめてしまうという例を耳にするので、親

亡き後の生活が心配である。

特別支援学校卒業後の進路を就労継続支援Ｂ型か生活介護かで悩んでおられて、親御様がお仕事をし

ていると、通える範囲が限られてしまう。送迎がすごく重要なポイントであると言っておられます。

特別支援学校の先生に福祉について理解していただけることが大切ではないか。

事業所の作業を細分化して、人に仕事を合わせることが基本の時代、Ｂ型事業所から一般就労への移

行も進んでいるというご意見をいただいて、ただ、実情は、合う環境を求めて、Ｂ型から他のＢ型へ移

らざるを得ないのが今の状況ではないか。

その他、福祉事業所に、助言をする―一般就労の会社だと、そういう情報をもらったり助言をする人

がいらっしゃるんですが、福祉作業所にもそういう助言をする人が必要ではないかというご意見がござ
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いました。

就労の分野について、今年度の報酬改定で、継続支援Ｂ型は、利用者さんにお支払いしている工賃の

差で報酬の制度が決まっておりますが、そういう報酬の制度はなかなか難しいのではないかというご意

見がございました。

議題４はイベントの周知がございました。

地域生活支援部会の報告は以上となります。

会長：ありがとうございました。

ただいまのご説明に対してのご意見、ご質問等ございましたらお願いいたします。

千葉商科大学、お願いします。

千葉商科大学：質問１点です。議題１の丸、上から３つ目のところです。「現在あるグループホームでは不足

している機能」という表現がでなされています。この「不足している機能」、これに対して、多分かな

と思うんですが、議題２の主な意見のところの、丸が５つある上から２つ目は、不足している機能の一

部としての意見なのかなというふうに私は読み取ったんですが、もし可能であれば、先ほどの議題１の

グループホームで不足している機能という、その議論の中身を説明いただけるとありがたいんですが、

いかがでしょうか。

会長：社会福祉法人なゆた、お願いします。

社会福祉法人なゆた：こちらのご意見をいただいたものに関しては、今、グループホームに入れない、車いす

の身体の方だったり、そういう人が、機能がない、バリアフリーになっていないとか、そういう「機

能」でした。

千葉商科大学：ありがとうございました。

会長：ありがとうございました。

ここについては、そういったハード面もありますし、恐らくは議題１の一番下のところの意見にもか

かわるんですが、無理じゃないかということで断っているケースがあるんだとしたら、そこが足りない

機能ということになるんじゃないかと思っております。ハード面、ソフト面、両面あるのかなと思って

おります。

そのほかございますか。

介護給付費等の支給に関する審査会、お願いします。

介護給付費等の支給に関する審査会：議題１の主な意見、上から２番目の、市の側からの回答の中に、「グル

ープホーム支援ワーカーの実施事業でもある」という言葉があるんですが、このグループホーム支援ワ

ーカーというのは、県でやっている事業の支援ワーカーということでしょうか。

会長：これは、そういうことでよろしいです。

介護給付費等の支給に関する審査会：そうすると、これをやっている方というのは、市川圏域というか、市川、

浦安市で、私が知っているところではお１人が任命されているということですよね。ですから、そうい

う意味では非常に個別の対応のようなところは難しいのかなというのがあって、その次に出てくるとこ
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ろがすごく重要なのかなと。浦安市の周知内容を参考にして、いわゆる上の部分で、事業所利用者や団

体向けなどを対象に特化した説明会などを行っていると。そういう中で、今回のことに関してでしたら、

浦安市の実態に合わせた内容を考えるということはすごく重要になってくるんじゃないかなということ

で、考えていただいているというのは非常に助かるんですが、ぜひやっていただきたいなという希望で

す。

会長：ご意見ありがとうございます。

そのほかございますか。

なければ、私から。議題３の一番下のところで、社会福祉法人なゆたからも補足説明していただきま

したが、結構いろいろ議論があるところで、１行であらわしづらいところですが、就労の分野に報酬の

制度は向かないという結論でもなかったのかなという気がしていて、今回の報酬改定、先ほど言われた

ようにＢ型が工賃別に報酬が分かれてきたというところが、長時間働けないとか、そういった方々がい

るＢ型の中において理不尽さを感じるということがあったのと、同時に、Ｂ型に関しては、制度施行当

初からこれは工賃を向上させるというのが目標でもあったという中において、Ｂ型に幅広いいろいろな

方々が利用されているというというところ自体も根本的な問題としてあるんじゃないかというようなこ

とが一つ話されたかなと思います。

そもそも報酬ということに向かないということで言うと、相談の機能というところがそもそも向かな

いのかなという。要するに、一般相談も全部受けるというふうなところでは難しいし、計画に結びつく

かどうかというところがよくわからない中での最初の相談というところを全部受けてしまうと、とても

終わらない。あるいは、モニタリングもあわせて考えると、個別性が高く、本当に報酬ということでい

けるのかなという疑問は、地域生活支援部会の中ではあったんですが、私から意見としてお出ししたよ

うな記憶がございます。補足説明でした。

そのほかございますか。

なければ、続いて、こども部会の活動報告を教育研究センターからお願いします。

教育研究センター：第３回の部会は、11月９日金曜日に行いました。議題は２つです。

議題１は、こども部会に参加する組織・団体の情報共有です。「地域資源と連携」というキーワード

に基づきまして、改めて、こども部会に参加している組織・団体について、活動内容、また対象とする

年齢層、対応時間や連携機関等を発表し合いまして、お互いを知り、情報共有をしました。特に、どの

年齢層にどの組織や団体がかかわっているのか一目でわかるように、模造紙にあらわして、視覚化をい

たしました。また、サービス事業所や団体からは、課題やニーズについてもお話しいただいております。

主な意見は、サービス事業所からは、緊急時に備えて、どのような対応をするのかという課題。様々

なサービスを提供していると、サービス間の線引きが現場でわからなくなるということ。相談件数が増

えていて、予定数を超えてしまっているということ。医療的ケアの必要な子どもたちへの支援体制が不

十分だということ、事業所が使える活動場所が少ないということ、個別療育がキャンセル待ち状態にな

っているということ、支援事業所を増やしたいけれども、専門職の採用が困難だということが挙げられ



9

ております。

また、障がい福祉団体からは、早期に発達障がいなどの特性を発見できずに、対応が困難になってか

ら相談に来る方がいらっしゃると。そういった場合、団体の中では、対応できる経験をしているメンバ

ーがいないために、別の相談機関をご案内することがあります。もっと早くに特性を見つけられるよう

に、社会的な認知や理解が進むといいというような意見が出ております。

議題２は「障がいをお持ちのお子さん、お子さんのことで困り感を抱えた保護者を支える仕組みにつ

いて考える」ということで、グループワークを行いました。これは、議題１で情報共有したものを、グ

ループワークということで深めております。

子どもたちを５つの成長過程ごとに区分けしました。未就園・未就学の子ども、幼稚園・保育園の子

ども、小学校の児童、中学校の生徒、高等学校の生徒、それぞれの成長過程の中で、どういった組織や

団体がかかわっていけるのか、まずはかかわりのある機関を付箋に書きました。そして、この付箋をい

ろいろ動かしながら、どのように支援ができるのか、どのように連携ができるのか、そういったものを

視覚化してまいりました。そして、その中で、このような連携が必要ではないかと、あるべき連携の形

を示すとともに、今こういったことができている、または今後こういったことができるようになるとい

いねというような話し合いを行いました。時間の関係もありますので、３つのグループで話し合ったん

ですが、その内容を発表して、この会は終わっております。

現在、この発表の内容を事務局で整理しておりますので、また第４回につなげていければと考えてい

るところであります。

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するご意見、ご質問等ございましたらお願いいたします。

では、こちらも私から１点。

恐らく議題２に入っているだろうとは思うんですが、障がいがあるお子さんが特別支援学校ではなく

て、一般の小中高に通われているお子さんも多分最近増えてきているのかなとも思われますが、特別支

援学校だと結構もう障がいのあるお子様の教育や支援内容についてたけているので、そういった問題と

か少ないんだと思うんですが、一般の小中高だと、なかなかどう配慮していいのかわからないとか、で

あればということで、例えば地域の相談支援、障がい児の支援の相談支援専門員が介入するといいます

か、学校側と一緒にお話をするとか、本人にかわって補助的配慮を求めるとか、その配慮についての工

夫の仕方を障がいの事業者と一緒に考えるとか、そういう意味での連携というところも非常に重要かな

と思っているんですが、そういったところでのお話し合いがあったのかということと、そういうケース

があったときに浦安市としてはどのように対応されているのかということを、あわせてお聞きしたいと

思っております。

教育研究センター：確かに、特別支援学校ではなく通常の学級、特別支援学級もございますが、通常の学級に

在籍するお子さんは増えております。このようなお子さんは、小学校に入学するときに就学相談がござ
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います。その中で、保護者からお子さんの様子を伺ったり、また、教育研究センターが中心であります

が、行政が学校、幼稚園等を参観したりして、子どもの状態を見て話し合ったりとかします。それ以外

にも、会長からお話がありましたように、さまざまな団体が早い時期からかかわってくださっている場

合もございます。そういった中で就学相談を行って、保護者の意向で就学先が決定いたします。

もし小学校の通常級に入学した場合には、保護者と学校で子どもの様子を話し合い、個別の教育支援

計画や個別の指導計画を作成して、どのような指導が必要か、どのような支援が必要かということを明

らかにして、学校体制で対応しています。

学校に任せるだけではなく、さまざまな機関や団体がお子さん、もしくは保護者の方の相談に乗った

りします。場合によっては、幾つかの組織・団体でケース会議を行う場合もございます。

それから、学期末や学年末においては、このままの指導、支援で進めていっていいものか、それとも

特別支援学校等、ほかの進路を考えたほうがいいのか、そのような相談にも乗ったりしています。

以上です。

会長：ありがとうございます。

特別支援教育コーディネーターという存在があるというのは聞いたことがあるんですが、これは特別

支援学校に配置されているもので、通常の小中高にはないということでよろしいんでしょうか。

教育研究センター：通常の学校にも特別支援コーディネーターは配置しております。１名ではなく複数配置を

するように積極的にお願いもしています。

コーディネーターは、子どもの様子を見取ったり、担任の先生や保護者の相談に乗ったり、研修会を

行なったり、特別支援学校をはじめ外部と連携を図ったり等、学校の特別支援教育体制の中心として活

動しています。

会長：ありがとうございます。

では、相談支援員さんが最初の窓口としてお尋ねになるのは、その特別支援教育コーディネーターさ

んということになるわけですかね。

教育研究センター：はい、そうです。

会長：ありがとうございます。

そのほかございますか。

介護給付費等の支給に関する審査会、お願いします。

介護給付費等の支給に関する審査会：議題１の主な意見で、上から２番目の丸のところ、様々なサービスを提

供していると、サービス間の線引きが現場でわからなくなることがあると。これが具体的にどういうこ

となのか、私自身が明確につかめていないので、具体的なことでそれが出たのだったら、内容を教えて

いただきたいことと、意見が出ただけなのか、それともそこで何か解決法を見つけたのか、あるいは見

つけられなかったのか、今後どうするのかとか、そういうこともあったのかどうかも教えていただけれ

ばと思います。

会長：ありがとうございます。
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教育研究センター、お願いします。

教育研究センター：ここでは情報共有が目的で、組織・団体の代表者が説明をすることが中心でしたので、出

た意見について討論というところまでは至っておりません。

介護給付費等の支給に関する審査会：じゃ、この線引きが現場でわからなくなっているという、そこの具体的

な内容も話されてはいなかったということですか。報告のところで。

教育研究センター：そうです。

介護給付費等の支給に関する審査会：それをわかるようにしていただけると。

会長：どうなんでしょうね、確かにいろいろな事業所、学校、サービスがかわっているので、この部分を誰が

やるんだとか、例えば保護者の支援とかの部分でも、どこが責任を持ってやるのかとか、そういうこと

があるのかなと想像はするんですが、この辺の線引きが曖昧だからいろいろな方がかかわっていいんだ

とは思うんですが、一つの方向性みたいなところがないままで、ばらばらにかかわっていくと、混乱だ

けが生じてしまうというようなことがあって、まさに連携のところだと思うんですが、そこが重要とい

う意味合いと私は捉えました。

その他ございますか。

それでは、本人部会の活動報告について、事務局からお願いします。

事務局：第２回本人部会の活動について報告させていただきます。

開催日は11月５日月曜日です。

初めに、本人部会の議題の設定ですが、前回の第１回本人部会で、市内の障がい者福祉施設を見学さ

せていただきました。そこで、感想と今後の本人部会話し合いたいことについて伺いましたところ、障

がいを知ってもらうこと、他の部会で出ている課題について話し合ってみたいとご回答される方が多か

ったところです。

そこで、議題の設定として、議題１Ｕモニアンケート実施結果からみえてくるものということで、先

ほど権利擁護部会の報告でもありましたが、10月上旬に行った浦安市インターネット市政モニター制度

の「Ｕモニ」の結果を使いまして、当事者の立場から、浦安市の障がい福祉施策について意見交換を行

いました。

概要ですが、実施期間は10月４日から10日まで、Ｕモニには779人の方が登録されていまして、400人

の方の回答があり、回答率は51.34％でした。年代別では、30代から50代の方が回答されることが多か

ったです。

主な意見です。「問１障害者差別解消法を知っているか」（知らないが57％）、「問２浦安市障がい

を理由とする差別の解消の推進に関する条例を知っているか」（知らないが77％）。こちらの質問と回

答結果への意見では、条例とか法律を知らなくても仕方ないのではないか、そういう条例を知らなくて

も市民の責務という条項が守られているのであれば自分としてはいいと思うという意見がございました。

続いて、「問３浦安市で設置している権利擁護センターについて知っているか」（知らないが88％）、

「問４うらやすこころのバリアフリーハンドブックを知っているか」（知らないが86％）という質問と
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回答結果に対して、ハンドブックを知っているという方が少なかったので、バリアフリーハンドブック

を全戸配布してみてはどうか、啓発方法として、バリアフリーハンドブックについて広報に掲載する、

行政番組、テレビ番組で取り上げる、また、市に転入された方に対して市役所が市民便利帳等を渡して

いる「転入セット」に入れて啓発する、もしくは、いろいろな場所にスタンドを設置して配布するとい

ったことをしてみたらどうかという意見がありました。

また、回答者に30代、50代の方が多かったということで、バリアフリーハンドブックは、小学生の

「福祉教室」で啓発をしているのに、「知っている」という回答率が低かったので、大人にもっと周知

するべきではないかという意見がありました。

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

（複数回答可）」という質問と回答結果（多かった回答は次のとおり。自分の職場130人、隣近所113人、

自分自身又は家族など身近な親族112人）で、400人中112人と、約４分の１の人が「自身や身近な親族

等に障がい者がいる」と回答されてはいるが、それに対して「バリアフリーハンドブックを知らない」

と回答されている方が86％と出ている。４分の１の方が身近に障がいのある方がいるのに、バリアフリ

ーハンドブックを知らないといことについて、それはまずいんじゃないかという意見がありました。

「問６世の中には障がいを理由とする差別や偏見があると思うか」（あると思う43％、ある程度ある

と思う43％）に対して、差別については何となくあると思う、次回アンケートを行うなら、「具体的に

どのような差別があると思うか」ということを質問として入れてもいいのではないかといったご意見が

ありました。

「問７障がいのある方への理解を深めるために何が必要だと考えるか。（主なもの３つ回答）」（多

かった回答は次のとおり。障がいのある方の生活を知る152人、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人、企業が積極的に福祉活動に携わる139人、福祉人権教育を充実する139

人）に対しては、障がい者の方の生活を知りたいという人も多いと思う、他ののイベントも障がい者だ

けが参加しているので、積極的にブースを出したり、一般の人と一緒に御飯を食べたりするというのも

いいと思う。昔、フレンドシップキャンプという、障がいのある人もない人も助け合いながら何泊か過

ごすキャンプに参加されたというご自身の経験から、いろいろな障がいの方がいて、とても良かったと

いったご意見をいただきました。

問８は自由意見でした、その記述内容を見て、ご自身が障がい者になって初めて、ほかの障がいの人

についてよく気づくようになったといった意見もありました。

本人部会の報告は以上になります。

会長：ありがとうございました。

ただいまの説明に対して、ご意見、ご質問等あればお願いいたします。

よろしいですか。

それでは、部会報告が終わりましたので、次回の部会に向けて、相談支援部会から、経過報告等ござ

いましたらお願いいたします。
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社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：相談支援部会ですが、来週の火曜日に第３回を開催する予定に

なっております。

次回の部会では、資料に記載がありますように、第２回相談支援部会の作業部会、37事例が寄せられ

ているわけですが、実は前回の相談支援部会では検討が全く進めることができず、今回仕切り直しをさ

せていただく形で、第３回相談支援部会で引き続きその37事例のまとめを行った後、その事例から導き

出されたキーワード、シンボリックな事例を３つずつチョイスして、課題解決に向けてどのような相談

先が地域の中に存在するのかということを検討し、相談支援マップをつくる下準備のような作業部会を

進めることを予定しております。

その３つのグループというのが、精神障がいの方の事例、児童の事例、身体・知的の成人の事例とい

うことで、委員の皆さんのそれぞれのお立場でご発言がいただけるようなグループ構成にさせていただ

き、グループワークを必要とする作業部会で、さらに地域の社会資源の検証及び地域課題の精査を行っ

ていく予定にしております。

以上です。

会長：ありがとうございました。

ただいまの報告分についてのご意見、ご質問があればお願いいたします。

では、報告事項に移らせていただきたいと思います。

（１）地域生活支援拠点のイメージ共有に向けて、事務局より説明をお願いします。

事務局：地域生活支援拠点のイメージ共有に向けてということで、前回に続いて、事例を通して拠点のイメー

ジを共有できたらなと思っております。よろしくお願いします。

モデル３として、医療的ケアが必要な女性の支援例で、「初めてのお助けショートステイ利用」とい

うテーマとなっております。

本人の状態です。16歳女性で、身体障害者手帳１級（上肢・体幹）で、療育手等がマルＡとなってお

ります。障害支援区分が６、人口呼吸器を装着しております。

ご家族は、父親が43歳で、海外に長期出張中。母親が40歳で、下に14歳で中学生の妹さんがいらっし

ゃる。そういう設定となっております。

そういった中で、母親が急な転倒・骨折により、手術及び１週間の入院治療が急遽必要となってしま

いました。海外に出張中の父親の助けも得られないため、多機能拠点のお助けショートステイを急遽利

用することとなります。

ショートステイでの受け入れは、ご本人が初めてであったため、主治医からの情報をいただき、医療

連携体制加算を活用して、運営事業者に協力している医療機関から看護師を入れて、夜間、吸引に対応

をしました。

その後、幸いにも母親が退院して、担当の相談支援員は、母親だけに医療的ケアを依存する現在の体

制を見直して、訪問看護と居宅介護の利用を進めました。また、多機能拠点のショートステイの職員も

含めて、吸引が可能な介護職員等のスタッフを複数育成するようにしました。
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現在では、母親の冠婚葬祭やリフレッシュの際に、介護職員等のスタッフのみによる夜間の吸引対応

も含めて、ショートステイを利用されている、となっております。

ここでのポイントとして、現在、介護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員等は、一定の条件のも

とに、たんの吸引等の行為を実施できるようになっているということで、こういったショートステイの

受け入れが可能なのかなと思っております。

余談ですが、14歳の妹さんは一体どうしたのかというと、子どもの担当課にしっかりと引き継いで、

拠点に併設をされています子どものショートステイなども利用が可能なのかなと思っております。

続いて、モデル４です。

視覚障がいの男性の支援です。お試しグループホームから一人暮らしへというテーマとなっておりま

す。

ご本人は、23歳男性で、身体障害者手帳１級、両目が完全に失明されております。障害申請区分は未

申請となっております。

ご家族は、父親が53歳、母親が52歳となっております。

お父さん、お母さんとの３人暮らしの23歳の青年が、ある日突然、両親を事故で亡くしてしまい、一

人暮らしを余儀なくされます。ご本人は、一般就労もしており、基本的な生活スキルは身についていま

すが、家庭で両親が担っていた部分の生活スキル、洗濯とか調理などを身につける必要が生じておりま

す。そこで、多機能拠点のお試しグループホームを利用することとなります。

日中はグループホームから通勤して、夜間はお試しグループホームを１カ月程度利用して、ごみ出し

とか、玄関周りの掃除、簡単な調理など、一人暮らしに向けた生活スキルの訓練を行うこととなります。

一人暮らしに移行する際には、多機能拠点のグループホームの支援員が部屋を訪問して、家庭内の環

境調整等を行うとともに、週に１回の居宅介護の利用を開始するため、居宅介護事業所のヘルパーに必

要事項を伝達して、スムーズに新生活に移行できるようにしました。

ここでのポイントとして、お試しグループホームという名のとおり、試したいという方への機会を創

出する場になることを期待しております。

続いてモデル５、虐待（ネグレクト）による緊急一時保護です。「お助けショートステイから地域の

グループホーム利用へ」がテーマとなっております。

ご本人、35歳の男性、身体障害者手帳１級で、軽度の知的障がいの疑いの方で、障害支援区分は未申

請となっております。

父親が70歳で要介護３、母親が68歳で、別居中の兄がいますが、疎遠な状態となっております。

要介護３で身体に脳出血の後遺症の麻痺のあるお父さんと、病弱なお母さんのもと、入浴介護等がま

まならずに不衛生な状態がご本人に続いており、また、適切なサービス利用を両親ともに考えることが

できない中、長年、自宅にひきこもり状態になっていたところを発見されました。たび重なる両親との

話し合いの中でも、サービス導入についてはなかなか理解が得られず、ご本人の健康面も危ぶまれる状

態にあったため、やむなく緊急一時保護を決め、多機能拠点のお助けショートステイの利用に至りまし
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た。

今後、両親のサポートを受けながら家庭で生活を続けるのは困難であると判断して、お助けショート

ステイの利用後は、多機能拠点のグループホームを利用して、地域に車いすを利用する方の対応可能な

グループホームができたことから、そちらに移行することとなりました。

こちらのポイントとして、虐待における緊急一時保護については、お助けショートステイは、暴力か

らの避難としましてのシェルターの役割は担えない、現実的ではないと思っております。虐待の内容に

応じた適切な活用を考えているところでございます。

以上、モデル事例の報告とさせていただきます。

会長：ありがとうございました。

ただいまのご報告に対するご意見、ご質問等ございましたらお願いいたします。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ、お願いします。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：おととい資料をメールで送っていただいて読んで、非常によくやって

くださっているんですが、知りたいことは、第１の例、第２の例、第３の例、具体的に誰がどう行動し

たのかというのがよくわからないので、介護職員というのは市の職員なんですか、第１の例で。

それから、誰か困ったときに、どうやって助けてもらうかというのが一番重要な点なんです。これは

３つとも助けてもらったんですが、どういうきっかけで、誰がどう動いてどうなったのかということを

教えていただきたいです。

以上です。

事務局：第１の例、モデル３は、ご本人が拠点の中のショートステイを利用されていて、介護サービスと知り

合うと。そういった中で、拠点の介護スタッフも、たんの吸引などいろいろな研修もされて、16歳の方

のショートステイの利用も引き続き可能となったという想定の設定となっております。

会長：浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：２番目の例と３番目の例はどうだったんですか。それも教えてくださ

い。

事務局：２番目の事例も、ご本人がご両親を事故で亡くされて、お試しグループホームを利用といったところ

で……

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：失礼、最初から利用はしていたわけですね。その発端のところがよく

わからないんですが。

会長：すみません、今、モデル事例についてもうちょっと具体的に教えてほしいというお尋ねだと思うんです

が、私の理解で言いますと、これはあくまでも架空の事例です。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：ああ、架空か。

会長：はい。ですから、拠点ができたときにどのような役割を果たすのかというイメージを皆さんに持ってい

ただくための、あくまでもモデルです。だから、実際に手続面等の具体的なお示しというのはまた別の

次元の話かなと思っておりまして、今回はそういうふうにご理解いただければと思っておりますが。
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浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：架空だということはわかりました。

だから、実際に動き出すときには、その発端のところを一応追記いただきたいということをお伝えし

たいと思います。

以上です。

会長：ありがとうございました。

事務局もよろしいですかね。

ありがとうございます。

そのほかにございましたらお願いいたします。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも、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：事例をもとに、拠点の機能を利用するイメージが湧きやすいご

報告だったかと思います。かつ、このモデル３、４、５、それから前回の協議会でもご説明いただいた

事例、これらの利用者さん像をしっかりと拠点で受けとめていただけると、そのための準備を進めると

いうことは、非常に地域にとって力強い社会資源の誕生になると思うんですが、私の認識はそのように

持っております。医療的なケアが必要な人、行動障がいのある方、それから、このように視覚障がいの

方、聴覚障がいの方、自立に向けてのお試しグループホームを使いたい方、また、状況に応じてなんで

しょうが、虐待の案件に関する一時保護という非常にハイスペックな地域生活のセーフティネットを今、

我々はつくらんとしているという認識で間違いないでしょうか。というか、そこに向かって走っている

ということでいいんですよねということを確認したくて。

会長：今のはよろしいですよね。大丈夫ですよね。

はい、お願いいたします。

事務局：今、社会福祉法人パーソナル・アシスタンスともがおっしゃったように、そういう方向に向けて動き

始めているというのは間違いないと思います。ただ、このモデルに書いてあるように事がうまく運ぶか

というと、なかなか現実的には難しいと。先ほど浦安市視覚障害者の会トパーズクラブがおっしゃった

発端部分というのは、誰がその相談支援事業所になるのか、あるいは地域のケースワーカーなのかとい

うところ、そのあたりも本来であれば重要なポイントになってくるところであると承知はしております。

ただ、この拠点施設ができることによってこういうことができるようになるという、効能書きみたい

なところで理解をしていただければと思うところであります。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：はい。ありがとうございました。

会長：ありがとうございます。

ただ、これ、よく読むと、機能として登場してくるのが必ずしも拠点だけではないですよね。医療連

携体制加算を活用する協力医療機関とか、一般のグループホームに移行することを想定していたりする

と、民間というか、地域の福祉事業所や医療機関もここにご協力していくという体制が整わないと、こ

れが絵に描いた餅に終わってしまうということも十分理解をいただければと思っております。

そのほかございますか。
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それでは、私から確認ですが、「お助けショートステイ」あるいは「お試しグループホーム」という

文言が出てくるわけですが、ショートステイの役割を示す言葉としては非常にわかりやすいですが、例

えばモデル３のショートステイに関して言うと、お助けショートステイというよりか、通常のショート

ステイの使い方なのかなと思ったり、お試しグループホームというのも、グループホームの体験利用と

いう制度があると思うんですけれども、これとどう違うのかというのが逆にわかりづらくなってしまっ

ているのかなという気がしたんですが。

細かい話で申しわけないんですが、今言った２点、お助けショートステイとお試しグループホームの

ご説明をいただけると。市として何かやっている別の事業なのかどうなのかとかということを、ご説明

いただけるとありがたいんですが。

事務局：「お助け」は、拠点に５つの機能を入れなさいというところで、緊急時にこのショートステイを利用

していただくというところで、グループホームの６つのショートステイのうち１部屋を確保していると

ころです。また、「お試し」も、５つの機能のうちの体験の場というところで、18床のうち１つ確保し

てもらう予定となっております。

会長：わかりました。ただ、グループホームの体験利用についても、緊急時のショートの受け入れについても、

拠点に限った話では本来ないので、拠点だけしかこれをしないようなイメージを与え過ぎてもいけない

のかなというところが、気になるところです。細かいことを申しわけございませんでした。

では、ほかにありますか。

株式会社オリエンタルランド、お願いします。

株式会社オリエンタルランド：仮想のストーリーといいますか、イメージ共有というところで内容は理解して

いるんですが、できれば、会長の後ろにある映像を映し出すところなどを活用して、拠点の全体像など

も折り込んで、その中の幾つかある機能・役割の中で、ここの部分についてのストーリーであるとか、

イメージを膨らますというところでのご紹介だと思うんですが、私的にはあまりイメージが増幅しない

といいますか、そんな印象を持ちました。ですから、できるだけ拠点の役割の中で、今回のモデルの説

明の中、この部分に当たる、このケースを想定していますよというご説明のほうがよろしいかなと思い

ました。

もう１点、例えばモデル３で、母親が急に転倒、骨折しました。父親は海外に長期出張中と。そうい

う場合、会長からもお話がありましたように、拠点ができるとこうなりますよというイメージの共有だ

とは思うんですが、拠点がない現段階においては、当然民間の事業者の方がその辺を補っているかとは

思うんですが、どのぐらいの差といいますか、拠点ができることによって、もちろん総合力が発揮され

るというところは理解できるところなんですが、現状とのギャップといいますか、その辺はどのぐらい

充実度が高まるものなのかなというところをご説明いただけますとありがたいなと思います。

会長：一つは、イメージをつけるということであれば、拠点の図面などを用いて、ここの部分のこの機能とい

うところをもう少しわかりやすくご提示できれば。そういった工夫も必要かなというところと、モデル

３の、現在どうなっているのかということとの差ですね。差がわからないと、どれだけよくなったのか
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という差もわからないじゃないかというお話だと思うんですが、私の理解で言いますと、恐らくモデル

３の事例ですと、医療的ケアが必要ですので、緊急時、例えば入院という形になってしまっていて、次

の暮らしの場というところで引き続き見られないということが生じているのかなと思っております。そ

れで、医療的ケアがあるから入院というところだと、本人もかわいそうなところがあって、なるべく生

活の場に近いようなところで受け入れていけることができるようになるんじゃないかと、そういうイメ

ージになるのかなと思っております。

事務局からつけ加えはありますでしょうか。よろしいですか。

なので、いわゆる医療的ケアがある人を、どう病院ではなく地域で受けていくかというところ、ここ

が一つのポイントになるところなのかなと思っております。

そのほかございますか。

株式会社オリエンタルランド、どうぞ。

株式会社オリエンタルランド：例え話、大変ありがたい。会長から、医療的ケアが必要だというところ、十分

症状的にもわかるんですが、それをほかの部位は非常に健全であると。生活の場の中で、この16歳の女

性の方をケアしていくんだと。これは理解できます。

入院というお話がありましたが、ベッドがいっぱいであったりとか、そういったところの受け皿の心

配点というのは、今の浦安の状況ですと余り考えなくてもよろしいんでしょうか。

会長：またいいですか。

それは、心配なんだろうと思います。どこもそうなんですが、入院といって、そう簡単に受け入れて

くれるかということですから、うまくいかないですね。そういう場合は、親戚を呼び寄せてでも何でも

家で見るとか、そういったことにもうならざるを得なくなっているんだろうなというのが現実のところ

かなと思います。

だからこそ拠点がいるんだということで、この場でそこはご理解が広まったのかなと。いい質問をし

ていただいて、ありがとうございます。

そのほかございますか。

ありがとうございました。

市からの報告事項、（仮称）東野地区複合福祉施設について。事務局よりお願いします。

事務局：東野地区の複合福祉施設について、進捗を報告します。

７月の入札は不調に終わりまして、着工も遅れているところですが、先日11月１日に、入札で無事、

事業者が決定しました。既に事業者との顔合わせも終えたところで、今後、事業者と定期的に打ち合わ

せをしながら、着工を目指していきたいと思っております。引き続きよろしくお願いしたいと思います。

福祉部（部長）：今の点の補足ですが、11月１日に入札を執行して、建物本体、機械設備、電気設備と、事業

者は決まったんですが、金額が大きいものですから、来週招集される12月の議会の議案ということで市

議会に上げますので、市議会の議決等を経て最終的に事業者、会社との契約が成立します。それを踏ま

えて着工に向けて努力していきたいということで、議会の中で丁寧な説明をしながら、速やかにご承認
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いただくということをつけ加えます。

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するご意見、ご質問等ございましたらお願いします。

よろしいですかね。

では、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」の開催報告と次年度に向けて。

事務局よりお願いします。

事務局：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」の報告をします。

先日11月４日、小雨の中、会長を初め多くの委員の方々にご来場いただきまして、本当にありがとう

ございました。

当日、18団体のブース、10団体のステージの出演で開催されました。また、ヘルプマークのツリーも

142名の方々からメッセージがありました。また、チラシも全部で6,567枚配布ができまして、クイズラ

リーも437名の方に参加していただきました。体験ブースも50名の体験というところで、いずれも、天

候がいまいちだったんですが、昨年を上回る人数であったかと思っております。

こちらは、それぞれブースとか、紹介となっております。

こちらも、ステージのそれぞれのパフォーマンスの紹介となっております。

こちらも同様に、それぞれの団体さんからのパフォーマンスとなっております。

それと、チーバくんも会場に来ていただきまして、盛り上がったと。

こちらのほうは、体験をやっている写真というふうになると思います。

それと、ブースの内容となっております。

それと、チーバくんの写真ですとか、今日は欠席ですが、千楽の方のライブなんかも非常にいいなと

いうふうに思いました。

次回以降ですが、今回第４回ということで、来年度も第５回目を来年の今ぐらいに開催を予定してお

ります。再来年以降は、一応５回ということである程度啓発・周知の役割も終わりつつあるのかなとい

うふうに思っておりまして、再来年以降はまたこういった協議会の場をおかりしながら、内容ですとか

方法も一緒に検討しながら、またちょっと考えていけたらなというふうに思っております。

簡単ですが、以上です。

会長：ありがとうございました。

私も開会式に参加させていただきまして、たまたま大学の学園祭と重なっていまして、先に失礼させ

ていただいたんですが、非常に写真を見る限りでは盛況で、大成功に終わったと。大分定着してきた感

じがあるんだろうなと思います。ほっとしております。

ただいまの説明についてのご意見、ご質問あれば。

千葉商科大学。

千葉商科大学：丁寧な説明ありがとうございました。

一つすごく気になった写真がありました。写真の２枚目ぐらいですかね、ヘルプマークのメッセージ
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が書かれた……チーバくんが指差しているところ、子どもたちが何か書いていますよね。これは、ヘル

プマークに対して一般市民の方がコメントをされている、どういうコメントをされているか中身の確認、

もしくは、それが今後のこの会議で生かされるような、はっとするような視点だとか、その辺のところ

をピックアップしていただけたらありがたいなということを、見て感じました。

以上です。

会長：いかがでしょうか。

事務局：これがヘルプマークカードというもので、ヘルプマークとはこのようなものですよという周知をした

上で、私たちに何ができるでしょうということを書いてもらって、虹色の木に貼っていっているところ

です。

「まず笑顔」だとか、「自分から声かけをする」だとか、そういったことを書かれている方が多かっ

たです。あと、お子さんは塗り絵のように笑った顔を書いてくれたり、そういったものがあります。

現在３階の障がい事業課の前にあるんですが、調整中ではございますが、このイベントだけの話には

しないつもりです。今後もヘルプマーク自体は、障がいあるいは何か配慮が必要な方に身につけていた

だくと同時に、それを見た方が「あっ、あれはヘルプマークだ。配慮が必要な方なんだ。何かできるこ

とあるかしら」という、そういう気づきから行動を起こしてもらうことの啓発が非常に重要だと思って

いますので、広く啓発を続けていく中で、「私たちにできること」、そういうことを広く市民にも書い

ていってもらえるような仕組、算段ができないかなと考えています。いろいろな意見が上がってきて、

我々が今後行っていく啓発活動にも参考になるのではないかなと思っております。ある程度意見がまと

まりましたら、また自立支援協議会で発表させていただければと思っております。

以上です。

会長：はい、お願いします。

千葉商科大学：ご説明ありがとうございました。

もう一つ、であればこそ、皆様も覚えていらっしゃると思いますが、前回の資料で「あたたかく見守

ってください」というイラストがあって、本当にはっとしたんですね。こういう形で、知らず知らずの

うちに、「あの人変だよね」「いや、違うんだ。こういう背景があるんだ」ということをわかりやすく

イラストで表現されているというのを私、初めて見たんです。

市民の方々、一般の方々に知っていただくということを継続的に進めていく中で、こういうイラスト、

わかりやすいものだとか、ヘルプマークに子どもさんに興味・関心を持っていただいて、塗り絵をする

のもいいんですが、そういうことを継続していくことは絶対に必要だなと思いますので、ぜひこれから

も進めていっていただきたいなと思います。

以上です。

事務局：ありがとうございました。

会長：とてもいい意見ありがとうございました。

そのほかございますか。
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社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも、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：千葉商科大学もおっしゃられて、私も継続することはとても大

切だと思いました。実は、初めて福祉の業界に転職をしようかという人が障がい領域に決めたきっかけ

がこのイベントだったというエピソードを聞いたりだとか、うちの法人の職員が自分の子どもの同級生

やママ友達にもこのイベントのチラシを配って、今まで全然障がい領域とは関係のなかったお母さんた

ちが来てくれて、「こんなおいしいパン屋さんがあったり、お菓子屋さんがあったりするんだね」みた

いな会話もできて、非常に地域の誰もが来やすい場所で、姿を見せる、活動を見せる、そして当事者の

人たちや、その人を支える支援者や一般の市民の人が一緒に楽しく過ごしている様子を見る、その様子

を見た人にまたこの業界に興味を持っていただける。そのためにはこういう取り組みを、2020年以降再

検討が必要ではあるんでしょうが、続けていくという前提は崩さないで、特に自立支援協議会の取り組

みとして継続していくことというのは非常に意義深いと感じましたので、ぜひそうしていただければな

と思います。

会長：ありがとうございます。

お願いします。

浦安手をつなぐ親の会：障がい者団体としてヘルプマークを会員もいただいて、配りました。そのときに事業

課からアンケート用紙をいただいたんですが、見ると、内部障がい的なアンケートなんですよね。「ど

こに障がいがありますか」とずらっと内部的なことが表記されて、一番下に「その他」になっています。

知的障がいの場合は「その他」になっちゃうんですよね。ですから、違うなという感じを受けたんです

が、みんな配ったときにアンケートを書いてくれて、事業課にはお渡ししたんですが、やっぱり内部と

別にするヘルプマーク等がありましたよね。だから、もうちょっとアンケート用紙を工夫していただき

たいなと思いました。

それと、「かがやくまち うらやす」をやるのはすごくいいことなんですが、チラシ類がすごく遅い

んですね、出来上がるのが。例えばうちの定例会があるときにはもう終わっちゃっていて、配りようが

ないということもあるんですね。ですから、今回いらっしゃっていませんが、支部社協の会合だって10

月の間にたくさんあると思うんです。そこに配っていただければ、すごく皆様に周知できると思うんで

すね。大変かもしれませんが、せっかくお金をかけてつくるんだったらば、せめて９月いっぱいまでに

つくっていただいて、皆様が活用できるように工夫していただきたいなと思います。

非常に日程は大変だと思うんですね。文化祭が各大学開催されていますから。明海大学もやっていま

したので。でも今回は特別支援学級の発表会とは、ずれて、去年よりは重ならないように工夫していた

だいたんですが、日程の感じをもうちょっと工夫していただければなと思います。

会長：ありがとうございました。

大変な中ではあると思うんですが、よろしくお願いします。

そのほかございますか。

なければ、全体を通して、あるいは委員の皆様からの報告事項等ございましたらお願いします。
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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：今日の部会報告なり事業課からのイメージ共有もそうですが、どの程度、例えばグ

ループホームの話だったり、地域生活支援拠点の機能についてこの場で議論して、それがどこまで反映

されていくものなのか、どこまで話し合いをするべきことなのか、ここで決められることがどの程度の

ことまであるのかということというのは、自立支援協議として権限もあるのかないのか、お話だけで、

事業課さんと事業者との話だけになっていくのか、そこら辺のことがもしわかりましたら聞きたいと思

います。

会長：ありがとうございます。

これまでいろいろな意見なり要望なりがあって、随時、市のほうで反映されていることもあるんだろ

うと思うんですが、確かに言われるように、協議会として意見をまとめて動く必要があるのかとか、ス

ケジュール感とか、そういったことで事務局から、いつまでにこういう事項についてまとめてほしいと

か、そういうことはございますか。

事務局：社会福祉法人サンワークからお話がありましたが、募集のスケジュールというのを、事業者、佑啓会

さんに出していただこうと、次のところで上げたいなと思っているんですが、そこまでにどこまででき

るかというのが一つ。

ただ、この多機能拠点施設が出来上がってからも、自立支援協議会で評価、検証をしていただくので、

その中で、状況を見ながら、自立支援協議会としての要望を当然拠点のほうで受けとめなければいけな

い。これは施設でもそうですし、面的整備を担っていただく市内の事業者さんもそうなんですね。

なので、そのあたりが施設の完成までにできるかというと、なかなかそうはいかないところもあると

は思うんですが、自立支援協議会の中での地域生活支援拠点の評価、検証の中で、当然反映されていく

べきことなのかなと考えているところであります。現時点ではこの辺りでとどめさせていただきたいと

思うんですが。

会長：前回の協議会で拠点でのグループホームの受け入れの内訳とかというのが出されて、それに対して協議

会のメンバーからさまざまな意見が出されておりました。評価、モニタリングの部分については、これ

はできた後の話になりますので。恐らく市から随時そういった形で拠点の今考えていることというとこ

ろを出されたものについて、こちらのほう、意見をその都度集約していくというふうなことを当面は続

けていければいいのかなというふうに思っておりますので、ご協力方よろしくお願いいたします。それ

でよろしいですかね。

社会福祉法人サンワーク：はい。

会長：ありがとうございます。

そのほかございますか。

ないようですので、会は閉めたいと思います。

第４回自立支援協議会を終了します。

次回の会議は、平成31年、平成最後の年になりますが、１月10日木曜日を予定しております。各部会
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においては活発な意見交換をお願いしたいと思います。そして、その結果を１月10日、協議会にて上げ

ていただき、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。



浦安市自立支援協議会（平成 30年度第４回）次第

平成 30 年 11 月 22 日（木）

午後１時 30 分～３時 30 分

市役所４階 会議室Ｓ２・３

１ 開会

２ 議題

（１） 部会活動報告等

３ 報告事項

（１） 地域生活支援拠点のイメージ共有に向けて

（２） 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３回権利擁護部会活動報告 開催日 10 月 18 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（以下、「ＧＨ」と表記。）の運営方法などに係る検討状

況を報告した。

（主な意見）

○図面を見るに、女性が入れるＧＨという発想で企画されたものか心配になる。

○男女の比率はどうなっているか。

○緊急時支援事業に学齢以上 18 歳未満が入るようになったのはよい。

○行政には民間にとってリスクの高い区分４以上の方対象のＧＨをたくさんつく

ってもらわないといけない。

○東野のＧＨのエントリーは東野だけ別に募集するのか。

→既存のＧＨ待機者リストに入っている方も含めて選定していく。

○利用期限のない居室は一生住めるということか。

→利用期限がない、といったところについては多数意見をいただいているの

でお声を受けて、見直しを図っていく。

○ＧＨ待機者リストは現在何名ほどか。→現在 17 名。

○利用期限のある居室の通過先の担保、仕組みはどうするのか。

→具体的なマッチング作業を通じて、新たなＧＨ整備が進むのではないかと

期待している。

○図面を見ると、施設と変わらないように見える。ＧＨらしい運営をどう行って

いくのか。

○東野のＧＨでしかできない、受け入れられないような入居基準があってもよい

のではないか。

○既に地域のＧＨに入居している方が、年々、医療依存度が上がったり、重度化す

る中で、地域のＧＨから東野のＧＨへといった移行もできるとよい。

○利用者の重度化に伴い、スプリンクラーの設置等も必要になる。現在設置されて

いる地域のＧＨの問題点やそういったところをコーディネートしてくれる、相談

できるところがほしい。

○緊急用居室確保は緊急が立て込んだ場合はどうなるのか。

→地域のショートステイにも打診したうえで全て埋まっている場合は、運営法

人の本部資源（市外）も利用しながら受け入れを行う。
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○緊急受け入れは浦安市に住民登録がなくても可能なのか。

→住民登録がないケースも運営法人は受け入れている経験があり、十分想定

されるので受け入れする方向で考えている。

○区分が重いとか軽いとか関係なく、その人の持っているスキルとかが重要になっ

てくると思う。行政の関わる施設ほど、困難な人を受け入れてほしい。元々は重

度の人のＧＨをつくる、という話であったと思う。

○通勤寮のような、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あってほしい。部屋だけでなく、先生

役ソフト面の充実が必要。

議題２ Ｕモニアンケート実施結果について

（概要）10 月上旬に行った浦安市インターネット市政モニター制度「Ｕモニ」の結

果（速報）を報告した。

（主な意見）

○問７の「理解を深めるためには、何が必要だと考えますか」の設問の回答選択

肢に「小さいときから一緒に過ごす」という選択肢を入れてもらえなかったの

がショックである。

○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、大学の先生等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といったきっかけまで分析で入れば、また

いいものができるのではないか。

議題３ その他

（概要）

① 広報うらやす 12/１号を活用した「障がい者週間」PR について意見を伺った。

② 前回の作業部会（バリアフリーハンドブックの活用方法について）を受けて

実現可能そうな取組を報告した。

③ ヘルプマークストラップの配布・周知状況について報告した。

④ 11 月 4 日「障がいのある人もない人も！かがやくまちうらやす」を周知した。

（主な意見）

○自治会連合会では広報誌「うみかぜ」を２か月に１回出しているので、そちら

にもし載せてもよろしいのであれば、載せたいと思う。

○ＪＲ新浦安駅で困っている人への声掛けを促す放送を行っている。非常に影響

力が大きいので、市役所でも放送の中でやるとよいのではないか。
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○ＪＲのポスターで、「困っている人に声かけをしましょう」というポスターが常

時張り出されているが、ここに一つヒントがあるというふうに思う。障がいの

ある人を手助けしましょう、でなく、高齢者も、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だと思う。

○有効なＰＲとして、ドキュメント映画のようなものなどをつくってもおもしろ

いかもしれない。

○ハートプラスマークとヘルプマーク、浦安市としてはどちらが一押しなのか。

→ハートプラスマークは内部障がいに特化したマークなのでヘルプマークと

はまた用途が少し異なるので、両方必要になる。

○ヘルプマークをみんなに知ってもらうには、例えば障がい福祉課・事業課が主

催するチラシには全部出すようにするとか、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貼る等、とにかく障がい福祉課、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、何となく

広がっていくのではないか。

第３回地域生活支援部会活動報告 開催日 11 月１日（木）

議題１ 住まいの場について

（概要）９月６日の第２回地域生活支援部会後の作業部会で、障がいのある人がグ

ループホーム（以下、「ＧＨ」と表記。）の利用に踏み出しやすくなる情報提

供とは何か、議論した結果を報告した。

（主な意見）

○利用者側がＧＨについて具体的なイメージを持てていないと考えられる。

○ＧＨ利用者の生活モデルの事例や、住まいの場としてＧＨを選択する際のポイ

ント、相談して利用するまでの過程等を情報提供する検討をしても良いと思う。

→ ＧＨ支援ワーカーの実施事業でもある。事業所利用者や団体向けなど対象

を特化した説明会も行っている。

→ ＧＨ支援ワーカーの周知内容を参考に、浦安の実態に合わせた内容を考え

るのも良いのでは。

○現在あるＧＨでは不足している機能を明らかにする作業も必要。

○情報を資料に載せて公開するという問題ではなく、正しい情報を集約していて、

相談できる機関があると良い。

○そもそも、住まいの形態は選べるほどない。ＧＨをどんどん増やすべきなのか、

一人暮らしに移行できる方はいないのか、まず現在のＧＨ利用者の把握、整理

をしてはどうか。

○これまでどのような相談があって、どんなケースを断ったかを知りたい。議論

の材料にしては。
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議題２ （仮称）東野地区複合福祉施設及び浦安市地域生活支援拠点について

（概要）10 月 11 日の第３回自立支援協議会において、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（以下、

「ＧＨ」と表記。）の運営方法などに係る検討状況を報告した際に出た主な

意見を報告した。

地域生活支援拠点のイメージ共有を図るため、模擬事例の報告も行った。

（主な意見）

○（ＧＨの中・軽度対象で利用期限なしの居室は不要という意見に関して）利用

者を苦しめることになる。中・軽度の方は生活面の不安が大きいから一人暮ら

しに移行できない。特例子会社で勤務する方で、経済的に厳しいためＧＨを選

んだ例も知っている。

○あくまで多機能拠点のＧＨについては、通過型が基本では。生活面のサポート

は、自立生活援助の活用が考えられる。

○介護度の重さだけでは測れない部分もある。

○（緊急時支援事業について）市単事業と制度の整理を行い、地域定着・地域移

行などの制度上のサービスを伸ばす視点での検討も必要では。

○現在の青少年サポート事業は対象年齢 25 歳まで。25 歳以上の発達障がい者が

相談、カウンセリング等できる専門的人材を配置した機関が必要。

議題３ 雇用・就労支援の推進について

（概要）障がい者雇用・就労に関して感じている課題について、当事者側の委員の

方を中心に意見を伺った。

（主な意見）

○現在の事業所に通えているのは色々な作業があるから。高等部時代の実習では

１事業所で色々な作業ができる例は少なかった。色々な作業の中から選べる工

夫を求めたい。空きがある事業所に無理やり入れるようなことにならないでほ

しい。

○（精神障がいのある人で）少し気に入らないとすぐやめてしまうという例を耳

にする。親なき後が心配。

○特別支援学校卒業後の進路をＢ型か生活介護かで悩んでいる。親が仕事をして

いると通える範囲が限られる。送迎は非常に重要。

○特別支援学校の先生が福祉について理解していることが重要。

○作業を細分化し、人に仕事を合わせることが基本の時代。Ｂ型事業所から一般

就労への移行も進んでいるはず。

→ 実情は、合う環境を求めてＢ型から他のＢ型への移らざるを得ない状況。

○福祉事業所に助言する人が必要。

○就労の分野に報酬の制度は向かない。
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議題４ その他

（概要）

① 11 月 4 日「障がいのある人もない人も！かがやくまちうらやす」の周知

② 12 月 1 日「千葉県障害者グループホーム大会」の周知

第３回こども部会活動報告 開催日 11 月９日（金）

議題１ こども部会に参加する組織・団体に関する情報共有

（概要）今年度の部会テーマの一つである「地域資源と連携」というキーワードに

基づき、こども部会に参加する組織・団体についての活動内容や対象として

いる方（年齢等）について、事前に作成した一覧表を基に情報を共有した。

また、サービス事業所や団体については基本情報に加え、課題やニーズにつ

いてもお話しいただいた。

（主な意見）

＜サービス事業所より＞

○緊急時に備えて、どのような対応をするのかという課題がある。

○様々なサービスを提供していると、サービス間の線引きが現場で分からなくな

ることがある。

○相談件数が増えており、予定数を超えてしまっている。

○医療的ケアの必要なこども達への支援体制が不十分。

○事業所が使える活動場所が少ない。

○個別療育がキャンセル待ち状態となっている。

○支援事業所を増やしたいが、専門職の採用が困難。

＜障がい福祉団体より＞

○早期に発達障がいなどの特性を発見できず、対応が困難になってから相談に来

る方がいるが、団体の中でそのような相談に対応できる経験をしているメンバ

―がおらず、別の相談機関をご案内することがある。もっと早くに特性を見つ

けられるよう、社会的な認知や理解を進めるべきである。

議題２ （非公開）グループワーク～「障がいをお持ちのお子さん、お子さんの

ことで困り感を抱えた保護者を支える仕組みについて考える」～

（概要）前半での情報共有を基に、３グループに分かれて、部会に参加している各

機関がどのようにつながればよいかを考えるグループワークを行った。

（まとめ）

○「未就園・未就学」、「幼稚園・保育園」、「小学校」、「中学校」、「高等学校」

の５つの成長過程ごとに、関わりのある機関を付箋に書いたものを並べ替え

ながら、あるべき連携の形を示し、現状できていること・できていないこと

を整理した。
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第２回本人部会活動報告 開催日 11 月５日（月）

議題１ Ｕモニアンケート実施結果からみえてくるもの

（概要）10 月上旬に行った浦安市インターネット市政モニター制度「Ｕモニ」の結

果（速報）を報告し、当事者の立場から、浦安市の障がい福祉施策について

意見を伺った。

＊参考（アンケート内容）

問１「障害者差別解消法」を知っているか。

問２ 浦安市「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例」を知っているか。

問３ 浦安市で設置している権利擁護センターについて知っているか。

問４ 「うらやすこころのバリアフリーハンドブック」を知っているか。

問５ あなたの身近に障がいのある方がいるか。これまでにもいたことがあるか。

問６ 世の中には障がいを理由とする差別や偏見があると思うか。

問７ 障がいのある方への理解を深めるために何が必要だと考えるか。

（主な意見）

（問１＆問２について）

○条例を知らなくても仕方ないのではないか。条例を知らなくても、市民の責務

が守られているのであれば良いと思う。

（問３＆問４について）

○バリアフリーハンドブックを全戸配布してみてはどうか。

○（バリアフリーハンドブックについて）広報に掲載する。テレビ番組で取り上

げる。転入セットに入れる。色々な場所に設置する。

○大人にもっと周知するべきでは。

（問５について）

○400人の回答者のうち、112人と約1/4が「自身や身近な親族等障がい者がいる」

と回答しているのに、バリアフリーハンドブックを知らない人が多いのはまず

いのではないか。

（問６について）

○差別については何となくあると思う。

○アンケートに具体的にどのような差別があるかという質問を入れてもいいので

はないか。

（問７について）

○障がい者の方の生活を知りたいという人も多いと思う。

○他のイベントも障がい者だけが参加している。積極的にブースを出したり、一

緒にご飯を食べるというのもいいと思う。

○昔、フレンドシップキャンプという、障がいのある人もない人も助け合いなが

ら過ごすキャンプに参加したが、色々な障がい者の方がいた。とても良かった。
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（２)部会経過報告

相談支援部会報告

・11月27日に第３回相談支援部会を開催する予定。

・次回の部会では、第２回相談支援部会での作業部会（事例検討）について小括を行

った後、そこから導き出されたキーワードを基にさらに作業部会を行う。事例を用

いて、課題解決にどのような相談先があるかグループで検討する予定。



モデル３ 医療的ケアが必要な⼥性の⽀援例
〜初めてのお助けショートステイ利⽤〜

◆本人の状態

16歳女性 身体障害者手帳1級（上肢・体幹）、療育手帳マルＡ、障害支援区分６、

人工呼吸器装着

◆家族構成

父親（43歳）※海外に長期出張中、母親（40歳）、妹（14歳）

1

母親が急な転倒・骨折により、手術および１週間の入院治療が急遽必要となり、
海外に出張中の父親の助けも得られないため、多機能拠点のお助けショートステ
イを急遽利用することになる。

報告事項（１）資料
2018.11.22第４回自立支援協議会



モデル３ 医療的ケアが必要な⼥性の⽀援例
〜初めてのお助けショートステイ利⽤〜

2

ショートステイでの受け入れは初めてであったため、主治医からの情報をいただ
き、医療連携体制加算を活用して運営事業者に協力している医療機関から看護師
を入れ、夜間の吸引に対応した。

母親が退院後、担当の相談支援専門員は、母親だけに医療的ケアを依存する現在
の体制を見直し、訪問看護と居宅介護の利用を勧めた。また、多機能拠点の
ショートステイの職員も含め、吸引が可能な介護職員等のスタッフを複数育成し
た。

現在は、母親の冠婚葬祭やリフレッシュの際に、介護職員等のスタッフのみによ
る夜間の吸引対応も含め、ショートステイを利用している。（緊急時の場合は拠
点協力医療機関の対応も依頼している。）

現在、介護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員等は、一定の条件の下にたん吸引等
の⾏為を実施できることになっています。
※実施可能な⾏為︓たんの吸引（⼝腔内、⿐腔内、気管カニューレ内部）、

経管栄養（胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養）



モデル４ 全盲男性の⽀援例
〜お試しＧＨから⼀⼈暮らしへ〜

◆本人の状態

23歳男性 身体障害者手帳1級（両眼完全失明） 障害支援区分未申請

◆家族構成

父親（53歳）、母親（52歳）

3

家族との３人暮らしの全盲の青年が、ある日突然両親を事故で亡くし一人暮らし
を余儀なくされる。一般就労もしており、基本的な生活スキルはあるが、一部家
庭で両親が担っていた部分の生活スキル（洗濯や調理等）を身に着ける必要が生
じている。そこで、多機能拠点のお試しＧＨを利用することになる。

日中はＧＨから通勤し、夜間はお試しＧＨを１か月程利用し、ゴミ出しや玄関周
りの掃除、簡単な調理等の一人暮らしに向けた生活スキルの訓練を行うことにな
る。

一人暮らしに移行する際には、多機能拠点のＧＨの支援員が部屋を訪問し、家庭
内の環境調整等を行うとともに、週１回の居宅介護の利用を開始するため、居宅
介護事業所のヘルパーに必要事項を伝達し、スムーズに新生活に移行できるよう
にした。

“お試しＧＨ”という名のとおり、「試したい」方の機会を創出する場となることを期待しています。



モデル５ 虐待（ネグレクト）による緊急一時保護
〜お助けショートステイから地域のＧＨ利⽤へ〜

◆本人の状態

35歳男性 身体障害者手帳1級（下肢）・軽度知的障がいの疑い 障害支援区分未
申請

◆家族構成

父親（70歳・要介護３）、母親（68歳）、兄（39歳・別居・疎遠）

4

要介護３で身体に脳出血の後遺症による麻痺のある父親と病弱な母親のもと、入
浴介護等がままならず不衛生な状態が続き、また適切なサービス利用を両親共に
考えることができない中、長年自宅で引きこもり状態となっていたところを発見
される。度重なる両親との話し合いの中でも、サービス導入の理解が得られず、
本人の健康面も危ぶまれる状態にあったため、やむなく緊急一時保護を決め、多
機能拠点のお助けショートステイの利用に至る。

今後両親のサポートを受けながら家庭で生活を続けるのは困難であると判断、お
助けショートステイの利用後は多機能拠点のＧＨを利用し、地域に車いすを利用
する方の対応可能なＧＨができたことから、そちらのＧＨへ移行することになっ
た。

虐待における緊急⼀時保護について、お助けショートステイは暴⼒からの避難としての
シェルターの役割は担えないため、虐待の内容に応じた適切な活⽤を考えています。



とき：平成30年11月４日（日）10:00～15:00
ところ：新浦安駅前広場

参加事業所数：18団体（17団体）
ステージ参加団体：10団体（10団体）
チラシ配布数：6,567枚（5,918枚）
クイズラリー参加者：437名（286名）
ヘルプマークカード記入者数：142名（224名）
体験ブース参加者数：50名（42名） 1

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 実施報告

報告（２）資料（当日資料）

※Ｈ29年度はイエローリボンカード

※（ ）内はＨ29年度実績



障害者差別解消法及び浦安市障がい者差別解消推進条例
の施行にあたり、普及啓発を目的として、平成27年度より
実施。12月の「障がい者週間」に合わせて11月初旬の週
末に、人の多く集まる新浦安駅前において開催している。

2019年度も同時期に開催する予定であるが、開始から
5年が経過することから、障害者差別解消法及び浦安市障
がい者差別解消推進条例の普及啓発イベントとしては一定
の成果を得たと考えられるため、2020年度以降の開催に
ついては内容の精査・検討が必要。

2

障がいのある人もない人も！
かがやくまち うらやす について

報告（２）資料（当日資料）


