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障がい者の「親亡き後」を見据えた支援について  
令和元年度の協議内容  将来の不安から具体的な課題を抽出し、解決策を検討する⇒次期計画への具体的な方策の掲載を目指す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【課題３】障がいのある人が、地域で生活していくために必要なものは何か？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・家族の残した住宅で暮らす場合 

 固定資産税、メンテナンス、自治会等 

・入所支援施設・グループホームに入所する場合

負担金 

・賃貸住宅に入所する場合 

 家賃、自治会、緊急連絡先、保証人等 

3-1 住む場所が確保できない 

・現在（将来）、得られる収入 

 障害年金、障害者手当、就労収入 

 工賃、生活保護 

・現在（将来）、必要な支出 

 家賃、光熱水費、食費、健康保険料、医療費 

・収支見込はどうか  

3-2 収入が足りない 

・食べたいもの、見たいテレビ番組、着たい服な

ど日常的なことは決められる場合 

・日常的なことも決めるのが難しい場合 

⇒成年後見人、地域福祉権利擁護事業、障害福

祉サービス、計画相談支援事業所、委託相談

支援事業所 

3-3 意思決定が難しい 

・生活費の管理ができる場合 

・日常の買い物など少額のお金の管理ができる場

合 

・お金そのものを理解するのが難しい場合 

⇒成年後見人、地域福祉権利擁護事業 

3-4 お金の管理が難しい 

・日中⇒生活介護・就労支援・日中一時支援など

の通所系サービス、地域での交流 

・夜間⇒グループホーム、短期入所、 

ライフサポート事業 

・１日⇒短期入所、施設入所、グループホーム 

3-5 ひとりで過ごすことが難しい 

・支給量が足りない 

 ⇒非定型審査会 

・支給決定を受けたが、契約する事業所がない 

 ⇒計画相談支援事業所・地域生活支援ネットワ

ークの活用、事業所の充実、人材の育成 

・望むサービスが存在しない 

3-6 必要なサービスが受けられない 

・地域の商店街など、生活に必要な場所で顔なじ

みになるためにはどうしたらよいか 

・地域の行事に参加するためにはどうしたらよい

か 

 ⇒自立訓練、移動支援等を活用して、地域へ 

3-7 地域に溶け込むことが難しい 

・災害時の状況が理解できない 

・災害時に避難することができない 

⇒災害時要援護者避難支援制度への登録 

 地域避難訓練への参加 

  地震防災用具の準備 

  サービス等利用計画への災害時必要な支援

3-8 災害時に対応できない 

まず、連絡するところはどこか 

・計画相談支援事業所、委託相談支援事業所 

・基幹相談支援センター 

・地域生活支援ネットワーク 

・成年後見人 ・民生委員 ・地域の支援者 

・自立生活援助などのサービス事業所 

3-9 困ったときに相談するところが分からない 

資料１－１ 
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（１）家族の残した住宅で暮らす場合 

課  題 解 決 策 

①固定資産税を払うためには？ 地域福祉権利擁護事業、成年後見制度 

収入を増やす・支出を減らす→課題３－２へ 

②メンテナンスをきちんとするためには？ 家事援助（ヘルパーの気付き） 

 

③自治会の行事に参加するためには？ 民生委員・自治会長への相談 

 

 ④支援を受けるためには、どこに相談したら

いいのか分からない 

課題３－９へ 

 

 ⑤  

 

 ⑥  

 

 ⑦  

 

 ⑧  

 

（２）入所支援施設・グループホームに入所する場合 

課 題 解 決 策 

①障害支援区分の認定は受けている？ 民生委員、地域住民から支援機関への一報 

 

②自分に合った施設を探すためには？ 相談支援事業所、体験入所を行う事業所等への支

援 

 

③入所するために必要な手続きは？ 成年後見制度、地域福祉権利擁護事業 

 

④負担金を支払うためには？ 収入を増やす・支出を減らす→課題３－２へ 

 

⑤新しい環境になじめるのか心配 

 

短期入所を利用するなどして自宅以外の場所で

過ごすことに慣れる。 

 ⑥支援を受けるためには、どこに相談したら

いいのか分からない 

課題３－９へ 

 

 ⑦  

 

 ⑧  

 

3-1 住む場所が確保できない 
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（２）賃貸住宅に入居する場合 

課 題 解 決 策 

①賃貸する住宅が見つけるためには？ 住宅確保要配慮者円滑入居住宅などの居住支援

制度 

②家賃を払うためには？ 地域福祉権利擁護事業、成年後見制度 

収入を増やす・支出を減らす→課題３－２へ 

③自治会の行事に参加するためには？ 民生委員・自治会長への相談 

地域の人と交流する→課題３－７へ 

④保証人や緊急連絡先になる人は？ 保証人不要の賃貸住宅を探す支援、成年後見制度 

⑤新しい環境になじめるのか心配 

 

短期入所を利用するなどして自宅以外の場所で

過ごすことに慣れる。 

 ⑥支援を受けるためには、どこに相談したら

いいのか分からない 

課題３－９へ 

 

 ⑦  

 

 ⑧  

 

 ⑨  
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収 入 

内 容 金 額 

①障害者年金 円 

②特別障害者手当 円 

③給与、賃金、工賃 円 

④生活保護費 円 

⑤貯金、信託等から 円 

⑥ 円 

⑦ 円 

収入合計・・・Ａ 円 

支 出 

内 容 金 額 

①家賃 円 

②障害福祉サービス自己負担金 円 

③光熱水費（電気・ガス・水道） 円 

④電話代（固定電話・携帯電話） 円 

⑤税金 円 

⑥健康保険料 円 

⑦交通費（電車・バス・タクシー） 円 

⑧食費 円 

⑨医療費 円 

⑩  

支出合計・・・Ｂ 円 

収入（Ａ）－支出（Ｂ） 円 

◇助成制度や障害福祉サービス等により支援を受けられる場合があります。 

・障害者年金・障害者手当を受給できるか確認しましたか？手続は済んでいますか？ 

・就労支援（就労移行支援、就労継続支援Ａ型・Ｂ型）は受けていますか？ 

・減額・免除が受けられるものはありませんか？ 割引制度や補助・助成制度は使っていますか？ 

□ 所得税、市・県民税、事業税、相続税、贈与税 

 □ 自動車税、軽自動車税 

 □ ＮＨＫ放送受信料 

 □ 運賃（ＪＲ、静岡鉄道、バス、タクシー、航空） 

□ 有料道路料金 

□ 携帯電話基本利用料 

□ 日常生活用具購入費助成 

□ タクシー券 

□ 高額医療費、自立支援給付等の助成 

3-2 収入が足りない 
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意思決定が必要な場面・課題 受けることができる支援等 

①食べるものを決める 自宅…家事援助、配食サービス 

外出先…移動支援、行動援護、同行支援 

②気候にあった洋服を選ぶ 家事援助 

 

③買い物をする 日常用品…移動支援、家事援助 

高額なもの…成年後見人・補助人・保佐人 

 ④利用する障害福祉サービスを決める 計画相談支援事業所、委託相談支援事業所 

成年後見人・補助人・保佐人 

 ⑤意思決定を支援する人が本人の好み、習

慣、希望等を配慮してくれるか心配 

本人のことを書き留めたノートの作成 

ヘルプカードの活用 

 ⑦支援を受けるためには、どこに相談したら

いいのか分からない 

課題３－９へ 

 

 ⑧  

 

 

 

 

 

 

  

3-3 意思決定が難しい 



5 

 

 

 

お金の管理が必要な場面 受けることができる支援等 

①日常の買い物 

 

家事援助、移動支援、行動援護、同行支援 

 ②家賃、光熱水費等の支払い 地域福祉権利擁護事業、成年後見制度 

 

③銀行へのお金の預入れ、引き出し 地域福祉権利擁護事業、成年後見制度 

 

 ④  

 

 ⑤  

 

 ⑥  

 

 ⑦  

 

 ⑧  

 

 

  

3-4 お金の管理が難しい 
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日中を過ごす方法 

生活介護・就労継続支援・日中一時支援などの通所系サービス 

移動支援を利用して外出 

地域での交流 

夜間を過ごす方法 

グループホーム、短期入所、ライフサポート事業 

 

１日を過ごす方法 

短期入所、施設入所、グループホーム 

 

 

  

3-5 ひとりで過ごすことが難しい 
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障がいのある方が受けられるサービスとしては主に次のようなものがあります。 

（１）障害福祉サービス 

サービス名 内 容 

居宅介護 

重度訪問介護 

居宅で、着替え、食事、入浴、トイレ等の介護や掃除、洗濯、炊事等の家事

を支援するサービス（ホームヘルプ） 

生活介護 
常に介護が必要な方に、施設において入浴や排せつ、食事の介護や創作的活

動や生産活動の機会を提供するサービス 

自立訓練 
自立した日常生活や社会生活ができるよう、施設において、一定の期間にお

ける身体機能・生活能力の向上のために必要な訓練を行うサービス 

短期入所 
介助を行う人の疾病等の理由により短期間の入所を必要とする方に、障害者

支援施設等において必要な介護等の支援を行うサービス（ショートステイ） 

共同生活援助 

知的障がい又は精神障がいのある人に対し、地域の共同生活の場で入浴やト

イレ、食事の介護、日常生活上の相談や援助などを行うサービス（グループ

ホーム） 

就労移行支援 
就労を希望する人に対し、一定の期間における生産活動やその他の活動の機

会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行うサービス 

就労継続支援 

Ａ型 

通常の事業所で働くことが困難な人に対し、雇用契約を結んだ上で就労の機

会の提供や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための

訓練を行うサービス 

就労継続支援 

B型 

通常の事業所で働くことが困難な人に対し、就労の機会の提供や生産活動そ

の他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行うサービス 

 

（２）その他のサービス等 

サービス名 内 容 

移動支援 
屋外での移動が困難な身体・知的・精神障がいのある人の外出を支援するサ

ービス 

日中一時支援 
創作的活動等の機会の提供や介護をしている家族の一時的な休息のため、日

中の一時的な見守りその他の支援を行うサービス 

補装具費支給 

身体障がいのある方の失われた部分等を補い、日常生活を円滑に行うために

必要に応じて障がいに適した用具の購入、修理、レンタルに係る費用を支給

する制度 

日常生活用具 

購入費助成 

障がいのある方が円滑な日常生活を営むことができるように、障がいの種類

や程度に応じた日常生活用具の購入費を助成する制度 

 

 

 

 

3-6 必要なサービスが受けられない 
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必要なサービスが障害福祉サービスの場合 

障害福祉サービスが受けられない理由 障害福祉サービスを受けるためには 

①障害支援区分認定を受けていない。 

 

障害福祉サービスを受けるためには、ひとりひと

りの心身の状態に応じて、どれだけの支援が必要

かを表す「障害支援区分」の認定を受けることが

必要です。お住まいの区の障害者支援課にご相談

ください。 

 ②65歳以上は、障害福祉サービスの利用がで

きないと言われた。 

65歳以上の方は、介護保険サービスを優先的に利

用していただきますが、介護保険サービスに該当

するサービスがない場合、障がいの状況により介

護保険サービスの利用が難しい場合やサービス

を受ける時間が足りない場合など障害福祉サー

ビスを受けることができる場合があります。お住

まいの区の障害者支援課にご相談ください。 

③障がい福祉サービスは受けているが、サー

ビスを受けられる時間が足りない。標準支

給量の上限だと言われた。 

介護者の体調不良等の理由で一時的にサービス

を受けられる時間が足りない場合などは、支給量

を超えてサービスを受けられる場合があります。 

また、障害支援区分認定等審査会の意見を聴いた

上で個別に適切な支給量を受けられる場合があ

ります。お住まいの区の障害者支援課にご相談く

ださい。 

 ④短期入所の支給決定を受けたが、どこも空

いていない。 

※個別課題「短期入所事業所の充実」で検討 

 

 ⑤家事援助の支給決定を受けたが、ヘルパー

が足りなくて派遣できないと言われた。 

 

 

 ⑥  

 

必要なサービスがその他サービス等の場合 

障害福祉サービスが受けられない理由 障害福祉サービスを受けるためには 

 ①移動支援の支給決定を受けたが、ヘルパー

が足りなくて派遣できないと言われた。 

※個別課題「移動支援事業の利便性の向上」で 

検討 

 ②移動支援の支給決定を受けたが、利用する

ことができる時間数が足りない。 

※個別課題「移動支援事業の利便性の向上」で 

検討 

 ③ 

 

 

 ④ 

 

 

 ⑤ 

 

 

  



9 

 

 

 

課 題 受けることができる支援等 

①地域の方と交流するきっかけづくり ・外出時のあいさつ 

・地域の行事（お祭り、清掃活動、地域防災訓練）

への参加 

・地域活動支援センター（障がいのある人に日中

活動の場を提供し、創作的活動や生産活動の機

会を提供し、社会との交流を促進する等の支援

を行う）の活用 

・同じ障害を持つ仲間の会へ入会やイベントへの

参加（※各団体の連絡先リストを掲載） 

・民生委員・自治会長への相談 

②コミュニケーションをしやすくするため

には 

・ヘルプマーク、ヘルプカード 

・コミュニケーションカード 

③ 

 

 

④ 

 

 

⑤ 

 

 

  

3-7 地域に溶け込むことが難しい 
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災害時に困ること 受けることができる支援等 

①どのような災害が起こったのか、すぐにわ

からない 

避難行動要支援者避難支援制度、i-FAX、静岡市防

災メール、地域・近所との協力 

 ②救助を求めることができない、誰に救助を

求めたらいいのか分からない 

緊急通報システム、避難行動要支援者避難支援制

度、地域近所との協力 

③安全なところまで、すぐに避難することが

できない 

避難行動要支援者避難支援制度、地域・近所との

協力 

 ④まわりの人とのコミュニケーションをと

るのが難しい 

福祉避難所、ヘルプマーク・ヘルプカード、コミ

ュニケーションカード 

 ⑤被害状況、避難所の場所、物資の入手方法

などが分からない 

避難行動要支援者避難支援制度 

 

 ⑥避難所で、障がいに合った適切な介助・介

護支援・医療的ケアを受けられるか分から

ない 

福祉避難所、災害支援ナース、災害派遣チーム 

 

 ⑦必要な薬が手に入らない、治療が受けられ

ない 

非常持出袋の準備、救護所、救護病院、医療品等

集積センター（城東・渋川）からの供給 

 ⑧日常生活用具（ストーマ装具など）が使え

るか分からない 

非常持出袋の準備 

 

 ⑨酸素ボンベ、吸引器、人工呼吸器が使えな

くなる 

自家用発電器、無電源の吸引器 

⑩災害時に必要なものを購入したいが、補助

はあるか 

日常生活用具購入費助成制度（地震防災用具） 

 ⑪ 

 

 

 ⑫ 

 

 

 

  

3-8 災害時に対応できない 
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静岡市には、障がいのある方やその関係者の皆様からの様々な相談に応じる窓口があります。 

生活の中で困ったことや相談したいことがあるときは、お気軽に、下記の相談窓口にご連絡くださ

い（お住まいの区以外の窓口でも相談が受けられます）。 

主な障がい 
窓口が 

ある区 

相談窓口 

名称 所在地・連絡先 

身体障がい 

葵区 障害者生活支援センター城東 

所在地 葵区城東町 24－1 

電話 249-3222 

FAX 209-0230 

駿河区 ひまわり事業団ピアサポート 

所在地 駿河区曲金５－４－58 

電話 287-5588 

FAX 287-4922 

清水区 清水障害者サポートセンターそら 

所在地 清水区庵原町 219－18 

電話 366-7781 

FAX 366-7780 

知的障がい 

葵区 サポートセンターコンパス北斗 

所在地 葵区慈悲尾 180 

電話 278-7828 

FAX 277-3019 

駿河区 
静岡医療福祉センター児童部 

地域支援・相談室「やさしい街に」 

所在地 駿河区曲金 5－3－30 

電話 285-0789 

FAX 285-0789 

清水区 障害者相談支援センターわだつみ 

所在地 清水区駒越西 2－10－10 

電話 335-1031 

FAX 335-7821 

重症心身 

障がい 
葵区 アグネス静岡 

所在地 葵区城北 117 

電話 249-2833 

FAX 249-2831 

精神障がい 

葵区 静岡市支援センターなごやか 

所在地 葵区城東町 24－1 

電話 249-3189 

FAX 209-0163 

駿河区 静岡市支援センターみらい 

所在地 駿河区曲金３－１－３０ 

電話 285-8870 

FAX 285-8870 

清水区 はーとぱる 

所在地 清水区村松原 3－14－8 

電話 337-1746 

FAX 336-7655 

 ※ 市の考え 

  障がいのある方が最初に相談する窓口として現在設置している上記の相談窓口の周知を徹底

し、機能強化を図る必要があると考えます。 

  →課題…ケース会議の迅速化、相談員の研修、関係機関との連携強化 

3-9 困ったときに相談するところが分からない 


