
（仮称）塩浜入所施設

利用説明会

社会福祉法人睦月会
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２０００年に障害者の子を持つ親の会が基盤となり発足。

現在、障害者支援施設、生活介護、就労継続B型事業等の通所事業、

指定特定相談事業、児童発達支援事業、児童放課後デイサービス（医

療ケア型を含む）等の事業を西東京市、国立市、三鷹市、大田区、江東

区（2024年から渋谷区）で展開している。

2022年6月現在、38事業を展開している。

未就学児から学齢期、青年期、中年期、高齢期、終末期まで

ライフステージを繋ぐ支援を行っている。

社会福祉法人睦月会とは
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ライフステージを繋ぐ支援
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ライフステージに対応する福祉サービス
とその時期の課題①
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誕生・未就学期 就学期；卒業 社会参加・就職・作業

０歳～６歳 ６歳～１８歳 １８歳～

☆健診
☆児童発達支援
（PT・OT・ST）

☆普通校
☆特別支援学級
☆特別支援学校など

☆療育型児童デイ
☆学童型児童デイ

☆一般就労
☆就労移行支援
☆就労継続A型支援
☆就労継続B型支援
☆生活介護

☆地域活動支援センター

〇家族の障害受容
⇒育児放棄・虐待

〇早期発見・早期療育
〇専門療育との出会い
〇統合保育・分離保育
〇個別性
◎親子の共依存

〇統合・分離教育の
個々の適応性

〇家族構成からの課題
⇒育児放棄・虐待

◎将来への過剰な期待
◎将来への過剰な不安
〇進路
◎親子の共依存

〇通所事業所の適応

〇経済的自立（障害基礎年金や工
賃）
◎経済的共依存（経済的虐待）

障害支援区分の面接（18歳～） 障害基礎年金の面接（19歳～）



ライフステージに対応する福祉サービス
とその時期の課題②
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青年期・壮年期 壮年期・高齢期

１８～２５歳 ２５歳～

家族の
高齢化

：今後、
居住は

☆１人暮らし
☆家族支援… ＋居宅系サービス

☆障害者支援施設（入所支援支援）
☆共同生活援助（グループホーム）
☆通勤寮

☆成年後見制度

⇒身上監護
⇒財産管理

⇒看取り

〇家族構成の変化（きょうだい関係を含む）
〇家族の高齢化の始まり
（家族が自身の高齢化に対する意識が希薄）

〇居住系障害者福祉サービスが圧倒的に不足し
ている

〇共同生活援助（グループホーム）の加齢に伴
う状態像変化への未対応（医療的ケアを含む）
◎家族の共依存

◎８０５０問題

〇身上監護ができていない
⇒看取りのイメージがない

〇財産管理（後見制度の理解）



１）人権と社会公正の意識を持ち、契約社会における

福祉サービスを実践できる職員集団

２） 障害のある人もない人も、地域で安心して継続的

に「当たり前の生活」を送ることができるサービス体制

① ライフステージを繋ぐ生涯支援

② 地域で生まれ、地域で育ち、地域で最期まで

生きていく地域生活環境支援

法人の運営ミッション
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１）利用者の利益を優先する運営管理を行うよう努める

２）利用者一人ひとりにあった生活をし、生きがいを持って暮ら
すことができる

３）保護者、地域社会との交流を密にすることにより皆から親し
まれる法人

法人の理念
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○ 江東区障害施策課主催の『障害児（者）の親のための講座』や

『江東区家族会の学習会』を通して、多くの家族との交流

○ 江東区内の他法人との人事交流

①障害者の居住環境が不足していること

②障害者の高齢化、多様化、重度化に対応ができる資源

③家族の高齢化 ⇒８０５０問題の顕在化

④医療的ケアの環境整備

⑤『地域生活支援拠点等』の一環での施設整備

応募の動機や事業運営に対する考え方

「障害者の自立支援」⇒自立と自律

利用者や家族と共に作っていく居住環境整備
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民設民営の障害者支援施設および通所施設（生活介護+東
京都重症心身障害者通所事業）になります。

整備計画の事業概要

障害者支援施設とは

施設に入所する障害者に対し、入浴や排泄、食事などの介護、また、生活などに関
する相談や助言、その他の必要な日常生活上の支援（施設入所支援、生活介護、自
立訓練、就労移行支援など）を行う施設です。

（仮称）塩浜入所施設
「施設入所支援」と「生活介護」の組み合わせになります。
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『江東区お台場・塩浜プロジェクト』コンセプト

① 『地域で生まれ』『地域で育ち』『地域で生きていく』；地域生活環境整備

⇒将来の当たり前の地域生活の実現

② 『共依存から自律した生活』

③ 『重度障害者』の地域生活の実現

⇒循環型地域移行システムの構築・カスタマイズ型居住空間設計
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循環型地域移行システムの構築
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地域生活

ＧＨ・一人暮らし



・カスタマイズ型居住空間

⇒個々の状態像に合わせて、住環境を家族とともにカスタマイズ
を行っていく

（カスタマイズ例）音が苦手⇒防音壁 多動⇒クッション

発作⇒室内カメラ 見守りロボット・個別の家具 などなど

・重度対応型（医療的ケア対応）居住空間

⇒睦月会医療的ケアのガイドラインにそって、医療行為の実施

⇒訪問型診療所の設置予定

⇒終の棲家であること

障害者支援施設のコンセプト①
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Pastel Living鵜の木 住環境カスタマイズ

※掲載写真は、社会福祉法人睦月会個人情報保護に基づき、掲載にあたり同意・承諾をいただいています。



・循環型の地域移行施設⇒地域GHとの連携

⇒地域全体で、障害者を支える仕組みの理解

⇒利用者および家族の緊急度、状態像、加齢に伴う変化等に
合わせて、居住空間を整備していく

・親亡き後の生き方 ⇒ 『後見』を考える

⇒『後見』について 「後見の学習会」

⇒リスクマネジメント

・当たり前の日常生活

障害者支援施設のコンセプト②
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• 目的は「財産管理」と「身上監護」
• 法定後見制度か任意後見制度
• 成年後見・保佐・補助のどの成年後見制度を利用するかによってこの
「財産管理」と「身上監護」の範囲が異なる

①生き方と死に方を考える

②家族の意志の変化に留意

③金銭管理は、日常生活自立支援事業でもできる

④本人のための「お金」⇒いつ、どのように

⑤法定遺言書の作成

⑥本人と家族・兄弟の思いの具現化（きょうだい児の相続）

成年後見制度の課題とポイント
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後見をどのするか

⇒身上監護をどうするかの

⇒後見は、誰に託すのか

最期の迎え方

⇒終末期の医療行為

⇒延命の対応

⇒急変時の対応

⇒逝去後の対応

居住系障害者施設の課題
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障害者支援施設のリスクマネジメント

• 家族の考えるリスクと専門家の考えるリスクの差異

• どのような支援が必要か
◎医ケアの導入 ◎夜間の支援 ◎発作の対応 ◎薬の対応

＜優先順位＞

１.安全な…「生命の保持」

○入る ○出す ○安息⇒生活リズムを作っていくこと

２.生活リズム

○一人で暮らしていく「生活力」をつける

○「家族」だからわかること+「家族」だからわからないこと

３.その子らしさ
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社会福祉法人睦月会 医療的ケアの契約

① ・あらかじめ、法人の医療的ケア実施要項に定められているケアのみ受
け入れ保護者から施設へ利用申し込みの相談

（社福）睦月会　　医療的ケアまでのガイドライン

④

主治医による検査結果・意見書作成

⑤

指導医への相談

②

施設から保護者・主治医へ申し込み方法
等の説明

③

保護者から施設へ利用申し込み

⑧

主治医へ指示書を依頼、指導医へ相談

⑨

施設から保護者へ実施の通知
保護者から施設へ承諾書提出

⑥

医療的ケア実施可否の通知

⑦

保護者から施設へ医療的ケア実施を依
頼

⑫

主治医に医療的ケアの実施に関わる同
意書作成を依頼

⑬

医療的ケア開始

⑩
医療的ケア実施マニュアル・ケア計画表
作成
保護者へ確認

⑪

医療的ケアの職員研修協力の依頼

・受け入れ可能な医療的ケアであり、かつ、説明を終えた後、様式1にて
申請

・医療的ケアを実施するまでの流れを様式2を使用して説明
・主治医への説明と依頼は同時に行う

・主治医の検査結果をもとに医療的ケア実施の可否及び内容に関する
決定、必要に応じて施設内で委員会開催
・指導医にも相談をする

・医療者からみても通所事業所での医療的ケア実施に問題がなく、本人
も通える状態であるかの検査を実施

・医療的ケア実施可の通知後、様式９にて実施する医療的ケアを申請

・可否が決定次第、保護者と主治医へ様式７・様式８(主治医用)にて同
時に通知する

・主治医からの指示書提出後、保護者へ様式14にて実施の通知
・施設の通知した医療的ケア実施に関しての承諾書(様式14)を施設へ
提出

・様式９をもとに主治医へ指示書を依頼
・指導医には施設での実施に向けて相談、指導を仰ぐ(必要に応じて職
員研修依頼)

・作成した医療的ケアマニュアルをもとに実施研修
・実施研修は家族立会いのもと実施する(定期通院時)
・訪問診療の場合は利用者宅にて実施

・看護師にて医療的ケアマニュアル(様式12)、ケア計画表(様式13)を作
成、保護者に確認

・保護者とは連絡帳(医療的ケア提供記録)にて情報共有
・主治医には月1度、様式17を提出(月まとめ)
・指導医には適宜指導、職員研修を依頼する

・医療的ケア実施マニュアル(様式12)も同時に提出

主治医 施設 保護者 指導医

施設 保護者

相談

施設 保護者主治医

様式２

説明

様式２

説明

様式３・４

依頼・通知

施設 保護者
様式1提出

施設様式5・6 提出主治医 保護者
様式5にて通知

施設 指導医様式5・6をもとに

施設内での実施に向けて相談

施設主治医 保護者様式7にて通知
様式８ にて通知

施設 保護者様式９を提出

施設主治医

様式１０ 作成依頼

様式１０ 提出

指導医
様式１０(指示書)をもとに

施設内での実施に向けて確認・相談

施設 保護者
様式１１にて通知

施設 保護者

様式１２・１３作成

確認

様式１４を提出

施設
様式１５にて

依頼
主治医

施設

依頼

主治医

様式１６ 作成・提出

施設主治医 保護者 指導医

医療的ケア提供記録

(連絡帳)でやり取り

様式１７で

状況報告



フロアを４つにわけることで、利用される方の状態像に合わ
せた家庭的な雰囲気の生活空間を作ります。

施設内の居室イメージ
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さらにユニット内で状態像別に居室を設定

利用者に適した居住環境の提供（２）
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施設入所支援

入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談・助言、
その他、身体能力もしくは生活能力の向上の為に支援を行う、障
害者総合支援法に基づくサービス ⇒ 生活の場

「生活を楽しむ」

※掲載写真は、社会福祉法人睦月会個人情報保護に基づき、掲載にあたり同意・承諾をいただいています。



〇建物概要

（１）所在地 東京都江東区塩浜2丁目１番８６外４筆

（２）敷地面積 3,883.00㎡（一部ＪＲの区分地上権設定あり）

（３）延床面積 3,498.29㎡

〇建築予定地

整備計画の事業概要
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施設イメージ図※
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※外観のイメージ図です。
色合いなど変更する場合がございます。



サービス概要（全体）
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サービス種別 定員数

1 施設入所支援 45名

2 生活介護事業 60名（入所者45名＋通所15名）

3 短期入所 5床

4 緊急一時保護 １床

5 東京都重症心身障害者通所 5名 ※生活介護事業15名に含む

6 特定相談事業 ー

7 障害児童相談 ー

8 地域移行支援事業 ー

9 地域定着事業 ー

10 自立生活援助事業 ー



応募要件
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障害者総合支援法に規定されている「施設入所支援」
主たる対象を知的障害者とする施設入所支援（法第 5 条第 10 項に規定

する「施設入所支援」）のサービスです。
次のすべての要件を満たす方が対象です。

① 障害支援区分が4以上の方（50歳以上は区分3以上）
区分が低い場合でも、同施設内で行われる生活介護と

施設入所支援を合わせて利用する必要がある方も対象と
なる場合があります。

② 施設に入所し、日中同施設内の生活介護の利用を希望
される方

③ 地域生活に向けた取り組みを理解していただける方



留意事項
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・施設入所支援が支給決定される方で、行動障害のある重度の
知的障害者や身体・知的障害の重複障害者、重症心身障害者（
医療的ケアが必要な者を含む※１）の方も含みます。

・65 歳以上の者については、障害特有の支援を受ける必要性
が認められる方に限ります。
・「施設入所支援」の支給決定を現段階で受けてなくても、申し込
みは可能ですが、契約までに「施設入所支援」の支給決定を受
けることが条件となります。

※１医療的ケアの内容について
経鼻咽頭エアウェイの管理、たんの吸引、酸素吸入、薬液の吸入、既留置の
管による栄養、薬剤及び水分の注入、胃ろう・腸ろう部の管理、導尿



申込み方法
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（１）申込み方法
「提出書類」をすべて合わせて、担当窓口まで郵送でお申し込みください。なお、郵送方法は配

達記録が確認できる『レターパックライト』をご利用いただきますようお願いします。郵便事故によ
る保証は致しかねますので、ご了承願います。また、江東区の窓口では受け付けていませんの
で、お間違いのないようにお願いします。

（２）提出書類（必ずすべてご提出ください）
・利用申込書 1部
・基本情報（フェイスシート） 1部
・健康（医療）項目チェックシート 1部

（３）受付期間
2022年5月11日（水）～2022年7月22日（金）消印有効

（４）送付先
担当窓口：社会福祉法人睦月会 開設準備室

〒146-0092 東京都大田区下丸子4-6-16
（５）その他
ご提出いただいた個人情報は選考業務にのみ利用し、その他の目的には一切使用することはあ
りません。なお、お送りいただいた申込書類は返却いたしませんのであらかじめご了承ください。



利用開始までのスケジュール
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４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月

申込書配布期間

申 込 期 間

面 談

決 定

契 約 面 談

事 業 開 始

2022年度
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資料についてご不明な点がございましたら下記の担当までご
連絡下さい。

・問い合わせ窓口
社会福祉法人睦月会 開設準備室（担当；金成・宮崎）

・営業日 月曜日から金曜日（祝日を除く）
・営業時間 9：00～18：00
・住 所 〒146-0092 東京都大田区下丸子4-6-16
・電話番号 090-6658-7396
・FAX 03-6715-5812
・メール koutou@mutukikai.or.jp


