
№ 相談日 性別 年齢 種別
事前
登録 居住

主な利用
サービス

平日
休日 時間 対応方法 対応施設等

2021. 5.18 女 不明 不明 なし 不明 不明 平日 16:30 電話対応のみ なし

2021. 6. 6 女 57 知的 なし 北部 生活介護 休日 10:45 緊急受け入れ とよとみみらい（～7月21日）

2021. 6.23 女 28
知的
精神 あり 市外

短期入所
ロング 平日 10:45 緊急受け入れ ハジメノイッポ女性棟（2泊3日）

2021. 6.24 女 28
知的
精神 あり 市外

短期入所
ロング 平日 10:45 緊急受け入れ

とよとみみらい（6月25日～28日）
以降ふわふわ四街道（長期受け入れ）

2021. 7.16 女 20 不明 なし 不明 生活訓練 平日 13:45 電話対応のみ なし

2021. 8. 2 男 46 精神 なし 東部 一般就労 平日 7:00 傾聴支援のみ なし

2021. 8. 4 男 48 知的 なし 北部 生活介護 平日 17:00 緊急受け入れ
とよとみみらい
８月４日～２０日まで

2021. 8. 4 男 38 知的 あり 北部
生活介護

共同生活援助 平日 7:45 電話対応のみ なし

2021. 8.12 男 44
知的
精神 あり 南部 生活介護 平日 10:30 緊急受け入れ のまる（8月12日～9月28日）

2021. 8.20 男 48 知的 なし 北部 生活介護 平日 16:30 緊急受け入れ
とよとみみらい
（8月20日～9月14日）

2021. 9.16 女 16
知的
身体 なし 東部

高等部
日中一時 平日 15:45 緊急受け入れ

下志津病院（入院という形で対応）
9月17日～29日

2021.11. 1 女 28 知的 なし 南部 なし 平日 12:35 緊急受け入れ
とよとみみらい（11月2日～5日）以降わおんモナ
ミ松が丘で長期的な入所。通所は藤良苑

2021.11. 9 女 57 知的 なし 北部 生活介護 平日 9:00 緊急受け入れ
とよとみみらい（11月9日～19日）
以降大久保学園で長期受け入れ。

2021.11.19 女 21 知的 なし 北部 なし 休日 16:00 緊急受け入れ

とよとみみらい（11月22日～）12月からわおん豊
富で長期的な入所予定。通所はとよとみみらい希
望。

2022.02.12 女 24 知的 あり 西部 生活介護 休日 16:00 電話対応のみ なし

2022.03.04 女 不明 精神 なし 中部 なし 平日 17:12 電話対応のみ なし

2022.03.28 女 21 知的 なし 西部 生活介護 平日 21:30 電話対応のみ
とよとみみらいでの受け入れ調整するも本
人が頑なに拒否し利用に至らず。

緊急受け入れ １０件

電話対応のみ 　６件

傾聴支援のみ 　１件

令和３年度　あんしんねっと船橋　緊急対応内訳

とよとみみらい

のまる

ハジメノイッポ

わおんモナミ
松が丘

対応方法

1
・本人より連絡あり。発達障害があるとのこと。一人暮らしは出来ており、生活面の相談であったため、相談機関（ふらっと
　船橋・さーくる）の情報提供を行っている。

・母親が緊急入院され、父親も高齢で本人の支援が難しく、受け入れ要請あり。6月7日より7月21日までとよとみみらい単独棟
　で受け入れ。

2

わおん豊富

3
・本人が現在利用している千葉市の短期入所施設で「職員に虐待を受けた」と訴えがあり、船橋市障害福祉課の窓口に来ている。
　グループホームハジメノイッポで2泊3日入所対応して下さっている。

4

７件

１件

１件

１件（長期受け入れ）

１件（長期受け入れ）

１件（入院という形で対応）

ふわふわ四街道

下志津病院

・3のケースと同じ方。ハジメノイッポで受け入れてもらったが、他利用者との折り合いが悪く対応が難しいとのことで、とよとみみらいで
6月25日～28日まで受け入れている。その後計画相談の対応でふわふわ四街道に入所。

5

・母親とのトラブルで一時的に家を出たいと話すが、考え直し、電話対応のみで終了している。

6
・大久保学園就業・生活支援センター登録者。朝7時にとよとみみらい敷地内に座っていた。話を聴くと昨夜、父親が母親に横柄な態度を取り、それが我慢できず家出をし
てきたとのこと。傾聴後、「少しリフレッシュしてから帰宅します」とのこと。家族と連絡を取り、帰宅したことを確認し支援終了。

・高齢の母親と二人暮らし。母親が自宅で転倒し骨折、入院。即日とよとみみらいで受け入れしている。

7

8
・現在本人はグループホーム入居中。先日帰省した際に、本人の姉と食事したが、その姉が新型コロナ陽性になった。本人も陽性になって
しまうのではないかという不安を傾聴している。保健所に確認した所、濃厚接触にはあたらないと判断された。

9
・高齢の両親と3人暮らし。母親が腰の骨を圧迫骨折し緊急入院。父親は本人に厳しく、手を出すこともあり相談員が緊急で利用できる短期
入所先を探している。すでにのまるには声をかけているとのこと。結果のまるで緊急短期入所できることになった。

10
・７のケースと同じ方。グループホーム併設の短期入所で受け入れ可能とのことで本日移行したが、本人の声を出す等の特性から即日利用
を断られ、結局その日のうちに再びとよとみみらいへ戻っている。

11
・母親と二人暮らし。母親に脳動脈瘤が見つかり緊急入院。相談員から児相や各児童施設にも緊急受け入れ相談をしている。結果、下志津
病院に入院という形で受け入れてくれている。

12
・高齢の両親と3人暮らし。母親が外出先で脳出血により緊急入院。父親は要介護状態で介護施設の短期入所利用が決まっており本人の長期的居場所が必要に
なる。11月2日、自宅へ迎えに行きとよとみみらいで受け入れ。

13
・2のケースと同じ方。母親が心筋梗塞を起こし緊急入院。即日とよとみみらいで受け入れ。長期になる見込みで11月19日からは大久保学園
の短期入所を長期的に利用されている。

14
・両親と3人暮らし。母親が精神科病院に急遽3か月ほど入院することになり、週明け月曜日からとよとみみらいで受け入れ。区分が切れて
おり船橋市の措置という形で対応。

大久保学園 １件（長期受け入れ）

１件（長期受け入れ）

受け入れ先

15
・船橋市役所より、鎌ヶ谷警察からの情報で知的障害のありそうな女性を保護しているとのこと。名前を伺い、登録者であることが判明。
保護者に連絡を取るとちょうど探していたところとのこと。母が迎えに行き終了。

・総合相談テレサ会より、徳洲会病院に入院した女性が「家に統合失調症の娘を残してきた」と話す。ふらっと船橋とも共有したところ、
あんしんねっとへの情報共有もするよう言われたとのこと。相談員とのやり取りのみで終了。

16

・本人が自宅で暴れて警察対応し落ち着くが、これ以上自宅では暮らせない。明日からの受け入れ希望。とよとみみらいでの受け入れ調整
するが、本人の強い拒否で利用に至らず。

17

資料４－２


