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第８期中野区健康福祉審議会  障害部会（第２回）  

 

日  時    平成２９年４月２８日（金）午後７：００～９：００  

 

会  場    中野区役所７階    第８会議室  

 

出欠者  

１．障害部会委員  

出席者  小澤  温（部会長）、本名  靖（副部会長）  

市野  由紀、伊藤  かおり、上西  陽子、宇田  美子、下田  智子、田中  政之、  

    中村  敏彦、松田  和也、森本  紀朗     

        

欠席者  なし  

   

２．事務局  

 健康福祉部副参事（福祉推進担当）  岩浅  英樹  

 健康福祉部副参事（障害福祉担当）  稲垣  美幸  

 中部すこやか福祉センター副参事（地域ケア担当）  大場  大輔  

 子ども教育部、教育委員会事務局副参事（子ども教育経営担当）  高橋  昭彦  

 子ども教育部、教育委員会事務局副参事（保育園・幼稚園担当）  長﨑  武史  

 教育委員会事務局副参事（学校教育担当）  石崎  公一  

 

 

【議  事】  

○小澤部会長  

定刻になりましたので第８期中野区健康福祉審議会第２回障害部会を開催させていた

だきたいと思います。  

最初に私から挨拶をさせていただきたいと思います。第８期中野区健康福祉審議会と

いうことで、４月１４日の第１回全体会にて部会長に選出されました小澤と申します。

前回は紹介程度で話は終わりましたので、本格的な審議に関しましては本日から進める

ということでございます。  

基本的には、この審議会の障害部会で一番求められているものというのは、障害福祉

計画の策定ということでございます。障害者総合支援法では３年に１回ずつ障害福祉計

画を策定するとなっており、今年度は来年度に向けての準備ということで、第５期障害

福祉計画の策定を目指すということが１つです。  

２つ目は、中野区は非常に大きな、地域全体を考えるということで取り組みを進めよ

うとしておりますので、地域の全体図を見ながら障害福祉の位置づけと、そして他の部

会にも出ていますけれども、高齢、健康、あるいは児童の問題といったことも含めて総

合的な取り組みを考えていくと。この２つが非常に大きな課題になっておりますので、

委員の皆さんからこの計画づくり、そして中野区としてどう考えていこうか、どんなよ

うな地域づくりをしていったらいいのかといったことを考えながら進めさせていただき

たいというのが、まずは委員の皆様へのお願いごとです。  

実は、国の状況とか、いろいろ法律制度の変更とか改正が続いておりまして、今年も

こういった中野区の計画づくりの審議は行うのですけれども、同時並行的にいろいろと

流動的なところも多々あります。委員の皆様におかれましては、そういう非常に流動的

な状況の中で、さまざまな角度でご意見をいただきながら、よりよいものをつくり上げ
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ていきたいと思っております。皆さんのご協力なくしては議事も進みませんので、ぜひ

よろしくお願いします。  

そうしましたら、最初の挨拶はこのぐらいにいたしまして、以下、着座して進行させ

ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。  

最初に配付資料の確認ということでございます。まずは事務局、よろしくお願いいた

します。  

 

○事務局  

事務局の荒井と申します、よろしくお願いいたします。私から資料の確認をさせてい

ただきます。  

まず、机上に本日配付させていただいた資料が２点ございます。資料１と資料４です。

資料１は当日配付予定のものです。資料４は、申しわけありません、誤りがあったため

に差しかえの資料として配付をさせていただきました。事前にお送りさせていただいた

資料と差しかえてごらんいただければと思います。  

それでは、事前に配付させていただいた資料の中で、中野区健康福祉審議会第２回障

害部会という次第があろうかと思います。こちらの次第の裏面が配付資料の一覧になっ

てございます。この配布資料一覧と、事前配付、机上配付の資料をあわせてごらんいた

だければと思います。  

まず、資料１が本日机上に配付させていただいた健康福祉総合推進計画についての資

料です。続きまして、事前配付の資料ですけれども、資料２、そして資料３－１と３－

２がございます。資料の４は本日机上に配付させていただいた資料をお使いください。  

そして資料の５ですけれども、これが５－１から５－４までございます。よろしいで

しょうか。続きまして、参考資料の１から３も事前送付させていただいております。ま

た冊子の資料で「『健康福祉都市なかの』を実現する基本計画」という冊子と、障害福祉

サービス意向調査報告書の冊子、２点につきましても委員の方のお名前をご記入させて

いただいて、配付させていただいているかと思います。こちらの冊子につきましては、

お帰りの際はそのまま机の上に置いていってください。また次回、ご用意させていただ

きます。  

資料は以上でございますけれども、皆さんおそろいでしょうか。  

では、これで資料の確認を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。  

 

○小澤部会長  

ありがとうございました。結構な資料でございますので、皆さんには、ぜひ確認の上

審議に臨んでいただきたいと思います。  

そうしましたら、以下議題に沿って審議や報告ということで進めさせていただきたい

と思います。議題が、本日は４つほどございます。内容的に、最初に申し上げておこう

かと思うのですが、１番目のところは、中野区としての全体のグランドデザインの説明

ということで、計画はどういう方向になっているのかといったことでございますので、

報告を中心にしたいと考えています。  

以下、２番、３番は、障害福祉計画にかなり関係の深い、基本的なデータや資料が入

っておりますので、本日はこの２番、３番を中心にいろいろご意見をいただきたいと考

えております。  

それから４番は、既にこのサービス意向調査に関しまして調査票が作成され、実施に

移るという段階でございますので、本日の段階だと、確認をしていただくという程度の

ものかと思います。そのような状況だということを最初に申し上げておきたいと思いま

すので、よろしくお願いします。  
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そうしましたら、まず議題の１番に入りたいと思います。健康福祉総合推進計画につ

いてということでございます。まず事務局からご説明、よろしくお願いいたします。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

福祉推進担当の岩浅と申します。資料１に基づきましてご説明をさせていただきたい

と思います。  

中野区におきます健康福祉総合推進計画といいますのは、こちらの図にも出ておりま

すけれども、健康増進計画、老人福祉計画、障害者計画、及び地域福祉計画、４つの計

画を総合した計画として位置づけをしております。  

今回作成しますこの冊子、お手元にもあるかと思いますけれども、この冊子におきま

しては、健康福祉総合推進計画と障害福祉計画、今回新たに障害児福祉計画、そして介

護保険事業計画、これをまとめて１冊にするものでございます。  

区の計画等におきましては、関係する計画といたしまして、広域の東京都の計画や、

子ども・子育て支援事業計画、地域防災計画、バリアフリー基本構想とさまざまござい

ますけれども、皆様にこの審議会でご議論いただきますのは、このグレーになっている

部分でございます。  

障害児の計画につきましては、右側にあります子どもの関係の計画と一部重なるとこ

ろが出てくるというものでございます。  

次のページをごらんいただきたいと思います。計画の策定の期間でございます。健康

福祉総合推進計画は１０年後の目標を定めまして、その実現に向けた５年間の取り組み

を対象とする５カ年計画でございます。ただし３年ごとに見直しを行っているというも

のでございます。現在の計画は平成２７年から平成３１年の計画となっておりますけれ

ども、平成３０年度の改定に向け議論をいただくというものでございます。  

障害福祉計画、障害児福祉計画につきましては３年計画となっておりますので、４期

の障害福祉計画が今年度いっぱいで切れ、平成３０年度からは新たな計画ということに

なります。  

（３）市町村の障害者計画等でございますけれども、障害者計画は障害者基本法に基

づきまして、今年策定をしなければならないという計画でございます。障害福祉計画は、

総合支援法に基づきまして、市町村は基本指針に即して障害福祉サービスの提供体制の

確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画を定めるものとするとなっ

ておりまして、この下の４つが指針の内容でございます。  

次のページに移りまして、定めなければいけないものといたしまして、障害福祉サー

ビス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項、各年

度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごと

の必要な量の見込み、地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項が必須となって

おります。努力規定といたしまして、こちらに記載の２点があるというものでございま

す。  

障害児福祉計画ですけれども、昨年の６月にございました児童福祉法の改正により、

自治体に義務づけされたものということになります。したがって、今回は第１期の計画

ということになります。こちらの児童福祉法の規定に基づきまして、基本指針にのっと

って策定をするということになっておりまして、基本指針はこちらの４つでございます。 

定めなければいけないものといいますのが、障害児通所支援及び障害児相談支援の提

供体制の確保に係る目標に関する事項。そして、各年度における指定通所支援又は指定

障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量となっております。  

これまでも指定通所支援につきましては、見込量については記載をしてきたところで

ございます。それ以外の部分が今回新たに義務づけをされているということになります。
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定めるよう努めるものというのは、以下の２点となっております。  

各計画の、法策定の根拠法令につきましてはこちらの表に記載のとおりでございます。 

説明は以上です。  

 

○小澤部会長  

ありがとうございました。ただいま議題の１番ということで、冒頭申し上げましたよ

うに、全体はこういうような流れになっていますというのは、報告的な要素のある議題

でございますので、ぜひ皆さんには確認をしていただきたいと思います。特に資料の１

ページ目の裏の計画の策定期間ということで、障害部会の計画はどういう位置にあるの

かというのを時期と中身を見ていただきますと、全体像が見えてくるのではないかと思

っております。  

特段、第５期障害福祉計画というのと、第１期障害児福祉計画策定は初めてなので、

そういった意味合いでこの２つをこれから審議し、計画策定を進めていくと、こういう

ことでございます。  

報告事項に関しましての質問は、確認の質問と位置づけたいと思います。審議の場合

は意見交換という形になるかと思うのですけれども、今回は何かご不明な点があれば確

認をするということにしたいと思います。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。で

は資料１に関しましては、こういう全体像になっているのだということを念頭に置きな

がら、引き続き議題の２番目、中野区における障害福祉の現状と課題の説明に入ってい

きたいと思います。  

これに関しましては事務局の説明の後、質疑、意見交換と考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。  

 

○稲垣健康福祉部副参事（障害福祉担当）  

それでは、お手元の資料２をごらんくださいませ。今から中野区における障害者福祉

の現状と課題ということで、ご説明させていただきます。時間に限りがございますので、

課題を中心に述べさせていただきますので、よろしくお願いします。  

それでは、１ページ、２ページをお開きください。こちらは中野区における障害者等

の実態ということで、障害者手帳の所持者の状況について書いております。身障手帳に

ついては８，２２９人、愛の手帳については１，３９０人。精神保健福祉手帳について

は２，６４１人の方が取得されております。  

課題といたしましては、いずれの３障害においても高齢化の傾向が顕著でありまして、

高齢化に伴う二次障害による重度化や、親亡き後の生活支援施策の拡充が求められてい

るところでございます。  

おめくりいただきまして３ページになりますが、地域生活支援拠点の整備、または難

病患者等、発達障害者、高次脳機能障害者などへの理解の促進というのも課題として挙

がっております。  

２番目といたしまして、地域生活の継続の支援についてです。中野区におきましては、

障害者の相談体制として、中野区の障害福祉分野、区役所の１階にございますが、そち

らに障害者の基幹相談支援センターということで設置しておりまして、その他４つの日

常生活圏域ごとに、すこやか福祉センターとすこやか障害者相談支援事業所を設置して

おります。表のとおりに、中部、北部、鷺宮、南部と４生活圏域に設置されております。  

その他の相談支援機関といたしまして、精神障害者地域生活支援センターせせらぎ、

障害者地域自立生活支援センターつむぎ、その他権利擁護事業の担い手として、中野区

社会福祉協議会などがございます。  

おめくりいただきまして、５ページに入ります。こちらはちょっと修正がございます
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ので、ちょっと恐れ入りますが、基幹相談支援センターの下の指定特定相談支援事業所

というのがございます。こちらの一番右の○、これは障害児への対応をしているところ

の○なのですけれども、一番下のチーム支援が×になります。２つ飛んで１６番のわ・

らいふさんも×になります。１５番のメノウ中野さんも×になります。１４番の障害者

福祉会館相談支援事業所も×になります。弥生福祉作業所も×になりまして、×がちょ

っと５つ入ることになって、申しわけございません。  

区内４カ所のすこやか相談支援事業所ほか、今ご説明申し上げました指定特定相談支

援事業所において相談を行っているところでございます。  

課題といたしまして、６ページの下のほうになりますけれども、サービス支給決定プ

ロセスの変更というものがございます。平成２７年４月から、障害福祉サービスを利用

する際には、サービス利用計画を作成する計画相談が必須化されております。このサー

ビス利用計画をこの障害者相談支援事業所等にお願いして、拡充を図っているところで

ございます。  

おめくりいただきまして７ページになりますが、そちらの障害者相談支援事業所に、

サービス利用計画についての事業所アンケートを行った結果でございます。それにより

ますと、やはり計画相談は順調に拡充しているものの、一方で事務事業の負担が大きく

なり、相談支援専門員１人あたり８０ケース以上を持つような事務負担の過重が１つ問

題になっております。  

また、サービスの支給決定が、計画相談サービスの浸透により、障害福祉サービス、

児童通所サービスを利用する際の支援決定プロセスが複雑化されておりまして、利用者

の方にとってはご負担な面も１つあるかと思われます。  

９ページをおめくりください。そのようなことで、サービス利用計画については、作

成率が９４％を超えておりますが、今後につきましては、そういった相談支援専門員さ

んたちの研修会などを通してスキルアップを図る必要があると思われます。  

あと、地域生活支援拠点の整備についてですが。第４期中野区障害福祉計画におきま

して、地域生活支援拠点を１カ所整備することになっております。現在区では旧療育セ

ンターアポロ園跡地に、障害者重度対応の共同生活援助等の事業所を誘導する計画を進

めておりまして、そちらのほうにこの地域生活支援拠点も整備するようなことになって

おりますので、現在は募集中というところで、現在進行形の形になっております。その

他、施設入所というところで、平成２９年度の日中、施設入所については特に変わりは

ございません。  

あと日中活動系の施設についての整備中の状況ですけれども、１０ページの上のほう

をごらんください。中野区障害者福祉事業団におきまして、平成２９年４月に「ワーカ

ライズ  ニコ」で就労移行支援と自立訓練が開始されております。その他、東京コロニ

ーにおいて、平成３０年４月１日の開設をめどに、中野五丁目多機能型通所施設が開所

される予定になっております。現在工事中であります。  

そのようなこともありまして、生活介護につきましては定数に余裕ができる見込みの

ため、第５期計画期間中における緊急対応の整備などが回避できると見込んでおります。 

その下、５番目になりまして、就労継続支援Ｂ型という日中活動系のサービスですけ

れども、区内で一番定員数の多いサービスでございます。３年間で１事業所１０人が増

加しており、定員に対し登録者が上回っております。区内全体の定員には変化がござい

ませんが、平成３０年４月１日から、中野福祉作業所の定員枠６０人が、中野五丁目多

機能型に移行しますので、若干そのあたりの所在地が変わり、利用者の通所が変わると

いう変更もございます。  

おめくりいただきまして、共同生活援助、いわゆるグループホームなどの整備状況で

ございます。こちら平成２８年度の時点で定員１４２人にふえておりますが、内容とし



 6 

ては精神向けの通過型のグループホームがふえたことによるものでございます。その下

の表につきましては、生活圏域ごとの設置状況について再掲しているものですが、４生

活圏域におきまして、北部圏域に開設件数が集中している状況がございます。今後の設

置につきましては、圏域に偏りがないように整備、誘導をする必要があると思われます。  

また、精神障害者向けのグループホームに関しましては、滞在型のグループホームは

中野区にはございませんので、今後の１つの課題とさせていただいております。あと短

期入所につきましては、医療的ケアの対応を必要とする方がふえておりますが、区内で

は対応できる事業所がなかなかないという現状がございまして、１歩として旧療育セン

ターアポロ園跡地の計画を現在進めているところでございます。  

地域生活支援事業につきましては、移動支援事業が表のとおりになっているところな

のですけれども、おめくりいただきまして、課題といたしまして、義務教育通学等支援

は小中学生のみを対象としているところでございますが、高校生、大学生までの対象を

含めた拡大の要望がございます。  

日常生活用具給付等の事業につきましては、そちらの表のとおり、多種多様にわたり

ますが、毎年障害者関係団体から種目の追加や限度額の引き上げ等のご要望がございま

す。他自治体の状況を踏まえながら、追加等の必要性も検討していきたいと考えており

ます。  

１５ページ、１６ページをごらんください。こちらにつきましては、難病患者相談支

援についての報告をさせていただいております。主にすこやか福祉センターのほうで実

施しております難病患者相談、難病患者等のリハビリ教室、在宅人工呼吸器使用者災害

時個別支援計画について数を計上させていただいております。  

平成２９年４月１日から難病患者医療費助成の対象疾患が３３０疾患に拡大し、障害

者総合支援法の対象疾患は３３２疾患になっております。小児慢性疾患、特定疾患の患

児も含めますと、対象疾患の拡大とともに医療技術の進歩等もありまして、療養等が長

期に及び、その生活上の不安等も支えていくことが必要かと思われます。  

また、障害者総合支援法ですとか介護保険法、身体障害者福祉法など利用するサービ

スも多岐にわたりますし、保健・医療・福祉等関係機関との連携の強化を図っていきた

いと考えております。  

その他の事業としまして、昨年の１０月から始まりました重症心身障害児（者）在宅

レスパイト事業というものがございます。こちらは訪問看護師が自宅に出向き、医療的

ケアを代替するというものでございます。ご家族に対するちょっとした休養を図るもの

でございます。ことしの３月になりますけれども、東京都で対象者の拡大についても提

案がございますので、区としても積極的にこのあたりは取り組んでいきたいと思ってお

ります。  

１８ページをごらんください。入所等から地域生活移行についての課題でございます。

地域移行・定着支援事業につきましては、患者の傾向としては４０代から５０代が中心

で、新規の問い合わせは６０代の方がふえてきております。長期入院者の方々には退院

意欲の減退ですとか退院への不安というものがございますし、病院においても地域移行

定着支援について普及啓発を行っているということを十分知られていない状況もござい

ます。今後につきましては、中野区において地域移行を支援するためには、現在１カ所、

せせらぎだけでやっていることもありまして、そのあたりのマンパワーの不足ですとか、

もっと広げた形のサービスの提供が必要になるかと考えております。  

また、先ほど申しましたグループホームについても、退院をする場合、中野区では通

過型しかございません。一時的にトライアルができるグループホームですとか、滞在型

のグループホームがないことから、なかなか地域移行が進まない現状もございますので、

このあたりも課題と考えております。  
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１９ページ、２０ページをごらんください。障害者の就労支援についての報告となり

ます。障害者の就労支援につきましては、近年は年間５０人以上の就労者数を出してお

り、３年定着率も年々向上しているところでございます。平成３０年度の実施予定の定

着支援の給付事業化を見据えて、就労移行支援事業者等の定着支援等との役割分担を検

討する必要があります。また、就労支援、継続支援Ｂ型の事業所にアンケート結果を行

いましたところ、働きたいと回答した利用者さんも多く見られましたので、そのあたり

のつなぎということも考えているところでございます。  

福祉的就労による工賃の向上という課題ですが、中野区は国、東京都と比較すると金

額が上回っておりまして、ここ数年１万円台の後半で推移しているところです。ただ、

内部的なところで高齢化の影響も考えられますので、適切な工賃額については今後も検

討していく必要があると考えております。  

また今後、精神障害者の就労支援の強化というところでは、平成３０年度から法定雇

用率の算定基礎に精神障害者が加わります。就労移行支援事業所では精神障害者の利用

が増加しておりますので、就労支援に関する情報の提供、就労支援の強化を図っていく

必要があると考えております。  

２１ページ、２２ページにつきましては、障害者差別解消、虐待防止、権利擁護の取

り組みについてまとめてあります。障害者差別解消法につきましては、平成２８年４月

１日に施行され、平成２７年度には中野区の障害者対応基本マニュアルの策定、平成２

８年度には職員対応要領の策定、あと相談窓口の設置、障害者差別解消検証会議の設置、

あと区民向け啓発事業、職員向けの研修などに取り組んできたところでございます。  

今後につきましても障害者差別解消審議会、第三者機関に客観的に区の取り組みなど

を判断していただきたいというところで意見を求めるような形で進めていきたいと思っ

ております。また障害者差別解消支援地域協議会の設置につきましても、ユニバーサル

デザイン条例の動向などを見きわめながら検討したいところでございます。  

虐待防止、権利擁護の通報件数でございますが、年々こちらの数値も見ますと減って

いる傾向がありますが、通報されていないケースですとか、虐待ではないかと推測され

るような事例もございますので、引き続き虐待防止については取り組んでいきたいとこ

ろでございます。  

また成年後見制度につきましても、親亡き後のことを見据えて成年後見制度の理解促

進を図っていく必要があると考えております。  

次に、資料３－１につきましては、第４期障害福祉計画成果目標の達成状況について

お示ししております。まだ数値が十分には入らない点もございまして、こちらの説明に

つきましては、今後の部会についてまた詳しくご報告させていただければと思います。  

資料３－２につきましては、今まで説明したこと等をグラフ化したものでございます。

１ページ、２ページ、特に３ページの４番の表のところで、先ほど言いました就労移行

支援が、精神障害者の利用の方が伸びていることなどから、平成２４年度以降計画を上

回って増加しているということが顕著に見られる点が１つ特徴かと思われます。  

おめくりいただきまして、４ページ、５ページ、６ページ、７ページで、一番最後９

ページになります。こちらにつきましては、障害児通所支援事業の児童発達支援と、放

課後等デイサービスの数値についてグラフ化したものでございます。こちらをごらんに

なってもわかりますように大変実績もふえておりまして、急激に実績値が伸びている、

計画を上回って伸びているという状況がわかるかと思います。  

以上、報告を終了させていただきます。  

 

○小澤部会長  

ありがとうございました。ただいま議題の２ということで障害福祉計画の現状と課題
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について、主には現在第４期の障害福祉計画が進行中ということでございますので、そ

れの実績。それから資料２は、どういう課題があるかということをそれぞれの項目に沿

ってまとめていただいているということでございます。これに関しましては今後、計画

策定においては領域がいろいろとありますので、それぞれの領域を次回以降限定しなが

ら審議を進めるというふうに考えております。  

本日の段階だと、全体像という形で紹介を受けましたので、この後議題２に関し、お

おむね３０分程度時間を用意しておりまして、ただいまの報告を受けた上で、多分質問

もございますでしょうし、それから、こういうほうが望ましいのではないかという、い

ろいろな意見があるかと思いますので、いろいろな角度から資料２、３－１、そして３

－２に関して質問及び意見を承りたいと思います。よろしくお願いします。  

多分、課題を事務局のほうが整理していただきましたので、この課題をどういうふう

に検討していくかが今後の審議の１つの方向性になるかと思います。それも含めて、何

かご意見、ご質問があればと思っておりますが、いかがでしょうか。どんなことでも結

構です。  

 

○森本委員  

そもそも課題という言葉なのですけれども、これは誰の課題なのか。今のご説明を聞

いていると、区の方が課題と思っているのか、それとも実際にサービスを使っている方

の要望なのか。あるいは文章は文章で課題という言葉の意味が微妙に違っているのかも

しれないですけれども課題って一体何だろうという点。  

もう１つは、結果的にはデータがあって、課題があるというその間が、これを正直見

るだけだと、判断ができない。起きていることと実際に、これが要望だという部分の説

明が、本当にこれが正解なのか、これ以外に要望が何かあるのではないかというものが、

これを見ただけでは判断が正直できない。  

１個１個の書いてあることは、それはそうだと思う。だけれどもこれで、全体の中の

全部なのか一部なのか、ほかにもっと重要なものがあるのかどうかというのが、少なく

とも資料からでは見えないので、資料をまとめられる上ではもう少し、こういうことが

起きているからこういうふうなことをやるべきだという現状のデータと、それに基づい

てこういう事象が起きていて、だからこういう課題認識をするのだという流れがあった

ほうが説得力があると思いました。１個１個の話ではなく、資料自体そもそもわかりに

くい部分がある。  

 

○小澤部会長  

ありがとうございました。今後の審議の方向性も含めたご意見と承りまして。ただ、

どちらかというと事務局がご用意していただいたのは、たたき台だと私は理解しており

ます。これは、数値目標から見た課題も入っておりますし、それから従来この分野でそ

れぞれ実践されてきた方が指摘してきた課題や、あるいは利用者やご家族や当事者の会

の方が指摘してきた課題を大体全体的に列記されているのかなと思っております。  

この審議会の役割としましてはその課題を、今のご指摘のように、果たしてこの課題

で本当にいいのだろうか、あるいはこの課題よりもっと大きな課題が潜んでいるのでは

ないか、あるいはこの背景はこの解釈ではないのではないだろうかと、それを承るのが

この場でございます。あくまで事務局には、たたき台を出していただいたという受けと

めでございます。全く何もないと、さらでデータを見て何か言おうとしても相当難しい

ので、その意味では若干、比較的数値目標から見てそれがなかなか達成しづらいのは、

というようなトーンで書かれているところも少なからずありますので、そんなことも含

めてご質問やご意見があればと思っております。ありがとうございました。ということ
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で、いかがでしょうか。  

 

○上西委員  

今のところから出ているような問題の中で、相談支援センターがふえて、指定特定相

談支援事業所、相談支援センターも本当に数年前から見れば、計画を立てるといえば制

度がたくさんできているのですけれども、緊急のときに相談するような場所、例えば夜

中に具合が悪くなって、電話をかけて飛んできてもらうというような２４時間対応する

システムが今の区の中であるのかどうか。相談支援事業所のところで、いろいろな問題

が抽出されていると思うのですけれども、それをどのように今は動きとして解決されて

いるのかどうかというところが１つです。  

あともう１つは、１３ページのところにあります、グループホームのところは、上限

の時間、移動支援の利用上限が２０時間であるが、という文章ですけれども、確かにグ

ループホームに入っている方で、土日に外出するときに、この２０時間では足りないと

いうのが現状でございます。大体外に出ている時間掛ける４日間とかになりますと、雑

駁なところ、８時間も外に出るかどうかは問題として、５時間くらいで８掛けると４０

時間になります。  

それで、在宅にいる方が、どうも今は４０時間が限度で、それ以上にいる方は会議に

かけて、それで決めると伺っていますけれども、グループホームに入っていても、在宅

であっても、ご本人たちが社会活動をする時間は同じではないかと思っております。そ

れだけ述べさせていただければと思います。  

 

○小澤部会長  

ありがとうございました。まず最初の指摘事項は、多分委員の皆さんとの共有を図る

という点でいうと、今の最初の話は計画相談というところですので、資料２の８ページ、

９ページに関するところでの緊急時の対応ということでよろしいでしょうか。  

 

○上西委員  

 はい。  

 

○小澤部会長  

意見でもあるのですが事務局へご意見を求めていたかと思いますので、１点目は事務

局、もし何かあればお答えというかコメントをいただけたらと思います。  

２点目は１３ページというと、移行支援事業の話の課題という場所でよろしいでしょ

うか。そこのところに関しての、その課題にはまだいろいろと背景があるという意見と

受けとめた形なのですが、それでよろしいでしょうか。  

 

○上西委員  

 はい。  

 

○小澤部会長  

そうしましたら、最初のところ、事務局で何かコメントがあれば、承りたいと思いま

す。  

 

○稲垣健康福祉部副参事（障害福祉担当）  

最初、２４時間の相談ができるかというところですよね。１つは、すこやか障害者相

談支援事業所につきましては、２４時間電話相談を、電話で転送するという形になって
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おりますが受ける形になっております。また同じく障害者地域自立生活支援センターつ

むぎにおいても同じような体制を整えておりますが、その相談内容にもよるところでご

ざいますが、緊急で、本当に大変なときにはやはり救急車ですとか、警察的なところに

なってしまうというところが現状でございます。ただ２４時間体制で相談を受けるとい

う体制は、今障害支援事業所と自立生活支援センターでとっているところでございます。 

 

○小澤部会長  

ありがとうございました。原則２４時間緊急対応というのは、この９ページ（３）地

域生活支援拠点の整備という議論の中に入っていまして、多分ここのところが、場合に

よってはこれからの設置ということですので、例えば審議会としてこういう方向性、あ

るいはこういったことが望ましいということが意見として出せれば、それなりに反映す

ることが可能な場所かなと思って聞いておりました。  

現在プロポーザル方式で公募中ということなので、これは多分そのあたりです。  

 

○稲垣健康福祉部副参事（障害福祉担当）  

現在公募中で、今後選定を行い、順調にいけば７月、８月あたりに決まる手順ではご

ざいます。まだ今そのような募集中の段階でございます。  

 

○小澤部会長  

ありがとうございました。本当のことを言いますと、ここの審議会でいろいろと条件

をつけた上で、その条件にかなったところが選定されるというのが一番ありがたいなと

思って聞いていました。同時並行中ではあるのですけれども、そうは言いつつも、ぜひ

審議会として意見を出していただけたら、それにできる限り望ましい事業者の選定を行

っていただくと、そういうこともあるかと思いますので、またお気づきの点があれば、

この地域支援拠点でどのようなことがやはり中野区として必要なのかということを出し

ていただければ、反映をできる限りしていけるのではないかと思っております。  

ほかにいかがでしょうか。どうぞ、宇田委員。  

 

○宇田委員  

１２ページの移動支援事業なのですけれども、先ほどに合わせてこの表の読み取り方

をお伺いしたいです。相談の中で移動支援の受給者証をいただいても、事業所自体が見

つからないということで探してほしいという相談が結構多いのですけれども、この内容

は給付のほうの時間数でしょうか。金額が書いてあるので、実際利用した時間数でしょ

うか。それによって、場合によっては給付をした時間数に対して実際どのくらい利用さ

れているかが見たいなと思いまして、その辺をお聞きしています。  

 

○小澤部会長  

ありがとうございます。これはご質問ですので、事務局でお答えをということでよろ

しいでしょうか。よろしくお願いします。  

 

○稲垣健康福祉部副参事（障害福祉担当）  

これに関しては、実際の支給決定した方の実際の利用時間と支給数、支出額というこ

とになります。  

 

○宇田委員  

そうすると、どのくらい支給決定しているかという比較ではない、それはこれではわ
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からないのですね。  

 

○稲垣健康福祉部副参事（障害福祉担当）  

そういうことになります。  

 

○宇田委員  

わかりました。移動支援事業所が結構見つからなく、苦労しているお母さんが多いの

で、できたらそれが見えるとよいと思います。  

 

○小澤部会長  

ありがとうございます。これはまた、そういったデータの出し方ができれば、場合に

よっては次回にでも対応していただけたらということでございますが、よろしいでしょ

うか。ありがとうございます。確かにデータの読み方とか、この数値をどういうふうに

算出するのかとか、そんなご質問でも必要に応じて対応することができればと思ってお

りますが。  

ほかにいかがでしょうか。どうぞ、市野委員。  

 

○市野委員   

１ページの一番下の部分なのですが、「居住の場を求めるために路上生活者等が」とい

う部分なのですが、これは知的障害があるがために路上生活を送っている方と理解する

のか、それとも本当の、知的障害かどうかわからないのですけれども、路上生活をやめ

るためにこういう愛の手帳を取得して、その後に福祉サービス等、どういう福祉サービ

スを受けているのかちょっとわからないのですけれども、あとこういう方が増加してい

るというのですけれども、どのくらいいらっしゃるのかなというところが気になりまし

た。  

 

○小澤部会長  

ありがとうございました。これに関しましては質問事項でもあるので、何かそういう

ことに関して、事務局のほうで何かございますでしょうか。  

 

○稲垣健康福祉部副参事（障害福祉担当）  

こちらに関しては、路上生活者の方への支援を行う中で、愛の手帳の対象と判断され

て手帳を取得し、グループホームに入ることがあります。今後増加するかというところ

は大変悩ましい問題ではあるところでございますが、現在のところ増加の原因の１つと

なっています。  

 

○小澤部会長  

ありがとうございました。私は数字的なことは言えないのですが、私の大学院でこの

３月、社会人大学院をやっておりまして、その修了生がホームレス者の支援団体の職員

なものですから、実はこの文章は非常によくわかるのです。要するに、そういった方々

に愛の手帳をとっていただいた上でサービスと結びつけるということを一生懸命おやり

になっているので、これは多分増加するだろうという推測が立ちます。  

要するに、知的障害の方がいらっしゃるという意味合いよりも、そういった形で対応

しないとなかなかサービスを受けられないという状態があるので、そういうＮＰＯ団体

の取り組みは原則こういう療育手帳をお取りになっていただくということを積極的に進

めていくという状況があります。というのを、たまたま修士論文に書いてくださってい
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ました。  

 

○市野委員  

障害がなくてもということでしょうか。  

 

○小澤部会長  

論文の中身でいいますと、個別ケースに面接しながら詳細に分析しておりまして、実

はボーダーの方々が物すごくたくさんいらっしゃいます。今までずっと普通に学校に行

かれている方が圧倒的に多くて、結論を言うと学校についていけなくなったとか、いろ

いろな社会的な、ある種落ちていってしまった状態とか、ご家庭の問題とかいろいろあ

った上で、今まで何で手帳をとらなかったのか、といったケースが比較的多いです。  

別の言い方をすると、どういうふうに考えたらいいのかというのは結構難しい課題の

１つです。そこでＮＰＯ団体と出会って、初めてそういった実践と出会ったということ

です。逆に言うと、それまで一体何をしていたのか、そのくらいのものが問われている

というのが今の状況でした。  

なので、障害の有無といわれても、ボーダーの方々とかさまざまなところでいろいろ

なご活動をされているので、そこまで厳密に手帳を申請した方々というのは、パーセン

トとしてはそんなに高くないのではないかというのが、そういった研究を通して示され

たことでした。参考までの話なのですけれども。  

ということですが、よろしいでしょうか。これは切実なことなので、多分すぐにふえ

ていくのではないかと推測します。あくまでそれは、そういった研究を通して推測をし

ています。  

ほかにいかがでしょうか。宇田委員、その後中村委員。よろしくお願いします。  

 

○宇田委員  

障害児の、特に重症心身障害児の方の訪問看護の事業があると思うのですけれども、

その辺がこの中には見当たらないのですが、それは別立ての計画になるのでしょうか。

それとの関係も見たいと思います。相談に乗っていると、訪問看護が実際かなりふえて

きており、その辺の動向も知りたいと思います。  

 

○小澤部会長  

ありがとうございます。これはそういうデータがあればという要望ですが、いかがで

しょうか。この現状と課題はもともと区のデータを中心につくっておりますので、訪問

看護関連のデータは何かありますでしょうか。  

 

○高橋子ども教育部、教育委員会事務局副参事（子ども教育経営担当）  

今日はご用意がありませんので、次回以降資料が調整できればと思います。  

 

○小澤部会長  

よろしいでしょうか。次回以降またデータを示していただくということで、先ほども

データのことで質問が出ておりましたので、またもし用意できるデータがあれば次回以

降対応していただければよろしいでしょうか。  

そうしましたら、中村委員、よろしくお願いします。  

 

○中村委員  

私からは３つです。先ほどの続きですけれども、ホームレスの方の支援というのは、
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障害分野なのか労働行政分野なのかというのは非常に難しい視点があるのではないかな

と思っていて、いわゆる福祉分野ではなくて労働分野のほうで対策がとれないかという

のが１点。  

それから、７ページのところに書いてある、計画相談の進捗状況なのですけれども、

すこやかの４事業所に委託されているということなのですが、支給決定の際に勘案すべ

き事項にかかわる調査の一部を、区のケースワーカー、保健師が実施するということで

いうと、いわゆる支給決定に行政がかかわって、支給抑制等につながっていきはしない

かという懸念がちょっとあります。  

それからもう１点は、精神障害者の方が、雇用率の算定基礎の分子のほうに入ります

から、雇用率というのは２．０から上がると思うのです。そうしたときに、受け皿とし

ての企業側が、いわゆる精神障害者の方が多くなってきているというのは実数として把

握されているだろうと思います。それと、身体障害者の方が高齢化によって退職を迎え

て、これからの雇用側の、企業側の障害者雇用率に対する受け皿のほうの対応策という

のは、我々のほうでどう把握をして、どう対応していくかということについて、課題を

書かなくていいのかなという気がしています。以上です。  

 

○小澤部会長  

ありがとうございました。３点ほど、いずれも非常に大きな指摘事項で、事務局のほ

うでお答えをというのがふさわしいかどうかはちょっと置いておいて、コメントがもし

あれば、幾つか懸念すべきことを含めてあるということでございましたけれども、いか

がでしょうか。１点目は結構重要な事項ですね。何かありますでしょうか。  

 

○稲垣健康福祉部副参事（障害福祉担当）  

１点目に関しては、ちょっと難しい問題でもございますので、その辺についてはこち

ら側で次回以降、詳細を検証した上でお答えしたいと思います。  

あと２点目のサービス利用計画を事業所に委託しているのではないかというところで

は、サービス利用計画については委託ではございません。勘案事項について今回直営と

いいますか、区職員が行い、サービス利用計画については事業所が行うという公平性の

点では従来よりかは双方代理解消というところで進むのではないかなと思っております。

障害者の方々のご希望をサービス利用計画で酌み取り、この場では勘案事項調査、コミ

ュニティ調査等で客観的にはサービス等の支給について判断していくと。そこを当事者

も踏まえて、折り合いながらサービスの支給決定ができればと思っております。  

 

○小澤部会長  

３点目の、就業に関する事項なのですけれども。精神のことと、あと身体障害に関す

ることも含めて、これに関して何か事務局のほうで、コメントはありますでしょうか。  

 

○稲垣健康福祉部副参事（障害福祉担当）  

これについても、ちょっと本日に関してはお答えにくい、次回に回させていただきた

いと思っております。  

 

○小澤部会長  

非常に大きな課題、ご意見をいただいたかなということでございます。また次回以降

各論をやりますので、そのときにさらにさまざまな考えないといけない事項を掘り下げ

て、できればそれを最終的に計画の中でどういうふうに考えたらいいのかというところ

に持っていきたいと考えておりますので、また次回以降の各論で対応させていただけた
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らと思いますが、よろしいでしょうか。  

ほかにこの議題２に関していかがでしょうか。どうぞ、松田委員。  

 

○松田委員  

３つほどご質問と意見をさせていただきたいと思います。  

１つ目が５ページ目の、相談支援の②「相談の質の充実を図る」というところです。

７ページと８ページを見ていただいて、７ページの一番下の「サービス担当者会議の開

催状況」というところでは、「実施せず」と「ケースによって」というところがすごく多

くなっているといます。本来であれば、やるにこしたことはなく、やったほうがいいこ

とだと思っていますし、８ページでは、同時に「事務量について」というところで、事

務量が多すぎるというところが７事業所ということになっています。  

それから思うと、事務量とか時間数が足りないというところから、相談の質というと

ころが上がらないのかなとちょっと思っています。したがって、相談はとても大事なこ

となのですけれども、指定相談事業所の量もまだまだ外せない課題なのではないかなと

思っております。  

２つ目が１２ページのところ。これは単純な質問なのですけれども、旧アポロ園、短

期入所のところで、精神障害の方というのは、短期入所、地域移行、地域定着も考えた

ときには、ショートステイの利用というのがすごく重要とされているのですけれども、

そういった方々がこのアポロ園跡地の短期入所を使えるのかどうかということを改めて

ご質問させていただきたいと思います。  

３つ目につきましては、１８ページの地域移行、地域定着のところの課題でございま

す。これは意見なのですけれども、実施事業所の不足というのはまさにそのとおりだと

思うのですけれども、今の制度設計の中で、新しい事業所が手を挙げるということはな

かなか難しいところがあるのかなと思っています。そしてその理由というのは、やはり

地域移行と地域定着事業というのが、相談支援の個別給付の中に入ってしまったおかげ

で、契約をしたからお金になるというところなわけです。  

ところがこの地域移行、退院の支援というのは、退院したくない方に会いに行って、

退院したくなるような気持ちにさせて戻ってくるというところなので、契約するまでに

何度も何度も通わなくてはいけないということが起きます。そうすると、やはりそこの

部分というのは、その事業所の持ち出しということになってしまいますので、その辺が

解決しないと、なかなかこの事業所がふえることはないのではないのかなと思っていて、

そこが課題ではないかなと思っています。ここは意見です。以上です。  

 

○小澤部会長  

ありがとうございました。計画相談絡みでその質の充実というのが５ページに記載さ

れているにもかかわらず、それを受けて７ページ、８ページのデータはその逆になかな

か大変だという実情を示していて、多分事業所の数がまだ充足していないのではないか。

そういうご意見であり、かつ何らかの懸念事項と承りました。今の話も事務局にコメン

トをいただけたらと思うのですが。  

あと２点目は質問ですね。１２ページのところは質問だったかと思います。アポロ園

の跡地利用ということに関するご質問ですので、もし回答があれば大変ありがたいと思

っております。  

それから１８ページのところの指摘事項は、要するに制度設計上の課題を指摘されて

いるのですが、これも国の制度設計ですので、この審議会でどういうふうに議論をする

のかというのは難しいですね。いずれにしても非常に留意しなければいけない事項とい

うことで指摘していただいたと思います。  
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ご質問が１点入っておりますけれども、もし事務局のほうで今のことに関して何かご

ざいましたら、よろしくお願いします。  

 

○稲垣健康福祉部副参事（障害福祉担当）  

確かにご指摘のとおり、数の不足というところでは、中野区においてはまだ足りない

のではないか、このようなアンケート調査を見てみますと、足りないのではないかとい

うようなことも確かに考えられます。特にサービス提供というところでは、このような

事業所様のいろいろな機能を充足していくためには、ますます事業所がふえていくこと

ですとか、マンパワーが充実していくというのも１つの目標であると認識しております。 

もう１つの短期入所につきましては、こちらの旧療育センターアポロ園跡地の計画に

つきましては、知的と身体の方が主に対象となっております。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

計画相談の事業所に関して、少し補足です。計画相談自体の数は増え、できるように

なってきているというのは事実でございます。ただ、現在利用者さんが相談する先を選

べないという状況でございます。本来であれば相談する場所を選べるようになるという

のが一番理想的だと思っていますので、数についてももう少し本当はあったほうがいい

というのは現状だと思います。  

 

○小澤部会長  

よろしいでしょうか。地域移行・定着支援という問題に関しては、制度設計上にもか

なり課題は発生しているということの指摘です。その上に立って、よりよくするにはど

うしたらいいかというのは、今後の審議課題になっていくかと思いますので、またさら

にそれぞれの各論で深めていきたいと思います。  

一応３０分程度の意見交換と質疑ということで考えておりまして、議題３というのも

控えておりますので、よろしければそちらに進めさせていただいて、場合によっては議

題３も含めての審議の時間をとらせていただきたいと思います。  

今のは成人期の現状、いわゆる障害の成人期の方々の現状と課題ということで受けと

めていただけたらいいと思うのですが、議題の３番は、今期から初めて計画策定として

登場する話です。もともと障害児の問題というのは、課題はずっとかねがねあるのです

が、計画策定としてさまざまな現状認識が必要だということで、議題３番が用意されて

います。「中野区における障害児支援の現状と課題」ということでございますので、まず

事務局ご説明、よろしくお願いいたします。  

 

○高橋子ども教育部、教育委員会事務局副参事（子ども教育経営担当）  

子ども教育経営担当の高橋と申します。資料４を用いまして、障害児支援の現状と課

題というところでご説明をさせていただきたいと思います。  

まず資料４、１枚めくっていただきまして、２ページの頭のところでございます。現

在の障害児支援に係る中野区での計画上の取り扱い、位置づけ、状況でございます。こ

のオレンジ色の冊子の１７１ページのあたりに記載されている内容でございます。現行

第４期障害福祉計画の中で、障害児支援に関しましては、成果指標として、放課後等デ

イサービス事業を利用する児童・生徒の割合ということで指標を設定しております。こ

れは事業の周知、また対象児への支援の充実を示すための指標として考えているもので

ありまして、平成２９年度の目標は６１％、平成３７年度１００％という目標設定をし

た上での実績値の推移になります。  

また、現行の計画の中で、主な取り組みということで、施策として障害や発達に課題
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のある子どもへのサービスの拡充ということで織り込んでございます。その柱としては

「相談支援体制の充実」、「保育所等訪問支援事業の充実」、「障害児施設の基盤整備」と

いうことで設定をしてございます。  

相談支援体制の充実につきましては、南部すこやか相談支援事業所を開設、また療育

センターゆめなりあの開設をいたしまして、身近な場所での相談支援体制の整備を進め

てきております。保育所等訪問支援事業の充実につきましては、平成２８年の９月、療

育センターゆめなりあの開設に伴いまして、その充実を取り組んでいるところでござい

ます。  

障害児施設の基盤整備につきましては、同じ記載になりますけれども療育センターゆ

めなりあの開設ということで基盤整備を進めているところでございます。  

２つ目に「基本的な考え方」ということでございますけれども、今回審議会への諮問

で、第１期中野区障害児福祉計画の策定に当たり、同計画に盛り込むべき基本的な考え

方を諮問してございますけれども、部会長からのお話にもありましたけれども、児童福

祉法の改正に伴いまして、障害児福祉計画の策定が市区町村に義務づけられております。

それに伴いまして、国のほうでも基本指針を示しております。このページの下にござい

ますけれども、この基本指針の中では、同計画の中に盛り込むべき事項について記載が

ございまして、ここに書いてある５点を示しております。区のほうとしては、この５点

を、この上に書いてございます３つの柱に整理をして、この部会でご議論いただけない

かと考えてございます。  

１つ目の柱が、「関係機関と連携した切れ目のない一貫した支援体制」、２つ目が「専

門的な支援の充実と質の向上」、３番目が「地域社会への参加や包容（インクルージョン）

の促進」ということでございます。  

国の基本指針の中で盛り込むべき事項と、この区のほうで設定した柱の関係性につき

ましては、下の国の基本指針の盛り込むべき記載の後に番号が書いてありますが、そこ

が関係性を示したものになってございます。  

続きまして３ページ目でございますけれども、「中野区の子どもの状況や相談状況等」

というところで、データを用意させていただきました。  

１つ目に「０歳～１８歳までの人口推移」ということで、中野区の状況を示しており

ます。０歳から６歳未満、６歳以上１８歳未満、ともに増加傾向にございます。区全体

で見た場合、人口推計をしてございますけれども、基本推計の中では年少人口、これは

０歳から１４歳になりますけれども、５年刻みで見た場合は、２０２０年までは増加を

し、その後暫時減っていく、そんな推計をしているところでございます。ここのところ

はふえているということでございます。  

以下、手帳所持状況、また手当の支給状況、ページ変わりまして発達支援対象児数等

ということでデータをお示ししてございます。本日はこのデータをご用意しております

けれども、委員のほうでさらに違う角度からのデータが必要だということであれば、ご

用意させていただきます。今、参考になるということでご用意させていただいたものを

ご参照いただければと思います。  

続きまして４ページ目の中ほどから、「現状と課題」というところで記載してございま

す。柱のほうに現状と課題をまとめてございます。  

柱の１つ目、「関係機関と連携した切れ目のない一貫した支援体制」というところでご

ざいます。まず現状でございます。早い段階での気づきと、早期支援のための区内の相

談支援体制でございます。  

発達支援相談につきましては、すこやか福祉センターにて相談を実施しております。

相談件数については増加傾向にございます。  

療育相談につきましては、療育センターアポロ園、またゆめなりあにおきまして事業
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を実施しているところでございます。  

就学相談につきましては、教育委員会におきまして、小中学校入学予定者に対しまし

て相談の機会を持ってございます。  

就労支援につきましては、障害者福祉事業団におきまして相談、支援を実施している

ところでございます。  

続きまして、５ページ目の（２）というところでございます。切れ目のない発達支援

の連携体制というところの取り組みでございます。１つは申送り（移行支援）の実施と

いうところで、すこやか福祉センターが介在をしながら実施しております。保育園、幼

稚園等から小学校、また小学校から中学校へ進む際というところでの連携をとっている

ところでございます。  

また、個別支援計画会議の実施ということで、申送りした児童のうち、小学１、４、

６年生の際に、支援計画を立てる会議を実施しているところでございます。その数等に

ついてはデータを読んでください。  

６ページ目にまいりまして、１つ目の柱の「関係機関と連携した切れ目のない一貫し

た支援体制」の課題というところでございます。こちらにつきましては、区としての課

題認識でございますので、委員のほうでさらにこういったところも、というところがご

ざいましたら追加して、ご議論いただければと思います。  

１つ目に、就園時の相談体制の充実というところで捉えてございます。また２つ目に

就学相談の充実、３つ目に学齢期の学校等と障害児相談支援事業所とが連携した支援体

制の構築、４つ目として申送り・個別支援計画会議の充実、このあたりが必要かと考え

てございます。  

続きまして、７ページ目にまいりまして、柱の２番目、「専門的な支援の充実と質の向

上」でございます。こちらの現状でございます。専門的な支援のうち、障害児通所支援

につきましての状況でございます。児童発達支援の状況、次のページに放課後等デイサ

ービスの状況ということでございます。児童発達支援につきましては、平成２７年度以

降、事業所数は増加しております。１人当たりの利用日数は平均７日程度ということで

ございますが、利用者数は増加をしております。  

放課後等デイサービスにつきましては、平成２４年度に創設をいたしました。平成２

６年度以降、事業者数、利用者数とも急増しているところでございます。１人で複数の

事業所を利用する児童も多い状況でございます。  

障害児通所支援の質の向上の取り組みということでございます。９ページ目になりま

す。その１つとして、事業所連絡会の開催をしているところでございます。年に４回程

度の開催となってございますけれども、区内の全事業所を対象として開催してございま

す。  

また、第三者評価受審費補助制度というところでございますが、区立の障害児通所施

設におきましては、３年に一度評価機関によります第三者評価を受審しておりますけれ

ども、現在のところ民間事業所におきましては受審実績がございません。そのため、区

としてはそれを促すために、今年度から第三者評価受審費の補助制度を開始したところ

でございます。  

また、事業所の検査・指導体制ということでございますが、現在は東京都と区の合同

で、放課後等デイサービス事業所の実地検査等を実施しているところでございます。  

また、児童発達支援センター、定義、機能につきましては※印を付して説明してござ

いますが、中野区におきましては、児童発達支援センターとしての設置は現在しており

ません。児童発達支援センターにおける機能のうち、児童発達支援事業につきましては

療育センターアポロ園、また療育センターゆめなりあで実施をしております。  

また相談支援に係ります機能につきましては、すこやか福祉センター、またすこやか
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障害者相談支援事業所で実施している状況にございます。  

中ほど、専門的支援のうち障害児相談支援の状況でございます。事業所数、また障害

児支援利用計画作成数は表のとおりでございます。平成２７年度から障害児支援利用計

画の作成が義務づけられておりますけれども、中野区におきましては、保護者による計

画作成（セルフプラン）が依然として多い状況でございます。また区内で計画の作成が

できる民間事業者は現在２カ所となってございます。  

９ページの下の部分でございます。医療的ケアが必要な児童への支援ということで、

国では平成３０年度の末までに保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関が連携

を図る協議の場を設けることを基本としてございます。区におきましては、区内４カ所

にありますすこやか福祉センターにおきまして必要な調整を行っているほか、次のペー

ジになりますけれども具体的な支援内容として、区立の障害児通所支援施設におきます

看護師の配置、また平成２８年度からは、重症心身障害者レスパイト事業を開始したと

いうこと。また、保育所や学校等での医療的ケア児の対応を検討しているという状況に

ございます。  

２つ目の「専門的な支援の充実と質の向上」に関する区の課題認識でございますけれ

ども、障害者通所支援というところでは、提供サービスの支援の質の向上への取り組み、

また第三者評価の受審促進、事業所の検査・指導体制の整備、障害児相談支援事業所の

整備・体制構築、児童発達支援センターの設置。また医療的ケア児への支援としては、

保育園・幼稚園等の一般施策において受け入れができる供給体制の整備。また、医療的

ケアが必要な児童が、地域で必要な支援を円滑に受けられるような連絡調整を行うため

の体制整備、また関連分野が連携を図るための協議の場の設置など、地域の支援機能の

充実というところを課題として捉えているところでございます。  

最後の３つ目の柱、「地域社会への参加や包容（インクルージョン）の促進」というと

ころでございます。  

１つ目に保育所等や学童クラブでの受入状況でございますが、保育所におきましては

１園につき１から４名の範囲内で障害のある児童の受け入れを実施しているところでご

ざいます。保育所における障害児数、また学童クラブにおける支援を要する児童の状況

についてはグラフとしてお示ししてございます。  

１２ページにまいりまして、巡回訪問の状況でございます。発達に課題のある子ども

のいる保育所、幼稚園等の保育者に対しまして、相談・助言を行う保育園等巡回訪問指

導を実施しているところでございます。その状況につきましては表のとおりでございま

す。  

また、特別支援教育の状況ということで、１つ目に特別支援学級在籍児童・生徒の状

況を記してございます。２つ目に全小学校への特別支援教室の設置ということでござい

ます。平成２８年度から特別支援教室を小学校の全校に導入してございます。また副籍

制度の実施をしてございます。  

１３ページになりまして、介助員の配置ということでございます。（４）一時保護事業

の実施ということで、こちらにつきましては保護者の急病、緊急時のための対応という

ことで実施しているところでございます。平成２８年度に療育センターゆめなりあを開

設したことに伴いまして、利用枠につきましては拡大されてございます。  

また（５）というところで、障害者差別解消法、平成２８年４月に施行となってござ

います。こちらの３つ目の柱の「地域社会への参加や包容（インクルージョン）の促進」

に関する課題認識でございますが、区としましては保育所、幼稚園等への受入促進の必

要性、充実ですね。  

また１４ページにまいりまして、アポロ園、ゆめなりあによる巡回訪問支援の拡充、

また切れ目のない特別支援教育の充実、中学校の特別支援教室における巡回指導の検討、
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また障害者差別解消法の施行などを踏まえた一般区民への理解促進、啓発の促進という

ことが課題かと認識しているところでございます。以上でございます。  

 

○小澤部会長  

ありがとうございました。先ほどの議題２の、成人期を対象にした障害福祉の現状と

課題というのは、これまで４期にわたって計画をずっと策定してきたということがござ

いました。ですので、過去の計画と、現在４期の途中なのですけれども、それから見て

第５期計画はどういうふうに課題を見たらいいかというのが、先の課題認識なのです。  

この資料４に示されている障害児支援に関しましては、計画としては初めての取り組

みになりますので、まずは基本的な考え方の３つの柱を立てた上で課題というものを共

有して、審議会としての何らかの提案、提言のまとめを図っていくという意図でござい

ますので、成人期のほうと少し流れが違うということをまず最初に念頭に置いていただ

けたらと思います。  

２ページに基本的な考え方ということで３つほど示しております。これに関しまして

の意見をいただくということも入っているかと思います。これはあくまで事務局、区と

しての３つの柱で、この障害児支援の取り組み、計画をまずは整理してみようという、

こういう提案でございます。その上でこの３つの柱ごとに、データでということ以上に、

むしろそれぞれいろいろな課題があるのではないかということで、事務局によりたたき

台のような形で課題が示されているということでございます。  

今後この障害児福祉計画を策定するに当たっての最初のスタートですので、まずは全

体的なところからいろいろな角度でご意見を承った上で、次回以降、さらに掘り下げる

にはどうしたらいいだろうかという話に発展させていきたいと思いますが、いかがでし

ょうか。まずはご質問でも、あるいはご意見でも何でも結構でございますので、よろし

くお願いします。  

どうぞ、森本委員。  

 

○森本委員  

３つ質問があって、１つは、資料の４ページなのですけれども、「現状の課題」のとこ

ろで、「切れ目ない一貫した」というのはそのとおりだと思うのですけれども、４ページ

の左の下の部分を見ると、発達支援相談はどこ、療育相談はどこ、と相談窓口が全部違

っているように見えるのですけれども、それは事実なのですか。逆に言うと、何か相談

しようとすると、４か所ばらばらのところに聞かないと物事が進まないのか、というの

が１点。これは質問です。  

２点目の質問は、その４ページの右上の、発達支援相談の件数が、すごい勢いでふえ

ているように思うのですけれども、これ自体がこの後のデータでどういうところに影響

が出ているのかというのが、これが質問として教えていただきたい。  

３点目の質問は、５ページ目の右の申送り児童数のところの、中学校の生徒の申送り

が少ない理由は何なのですか。小学生に比べて中学生の申送り相談の数が少ないのはな

ぜかなと、これは単純に質問です。以上です。  

 

○小澤部会長  

ありがとうございました。いずれも質問という形になっているかと思いましたので、

まず１点目は４ページの相談窓口の状況に関する質問だったかと思います。以下は発達

相談の増加の問題、そして申送りの件数の問題ということで、いずれも質問事項と承り

ましたので、これは事務局で何かご回答ができるものであれば、対応していただきたい

と思います。よろしくお願いいたします。  
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○高橋子ども教育部、教育委員会事務局副参事（子ども教育経営担当）  

まず、相談、入り口の部分と継続して行う部分、体制としてはあるかと思います。入

り口部分については中野区の場合は、すこやか福祉センターという機関を区内４カ所に

配置していまして、そこに障害者相談支援事業所、また区の職員、保健師、福祉職のい

る複合相談施設になっていますけれども、そちらが受け皿としてございます。そこでま

ずお話を聞き、相談そのものを継続したところにつないでいき、というところで考えて

いるところでございます。  

その先につきましては、専門性がまた高くなってくることもございますので、その中

身に応じた対応、体制ということで考えているところでございます。  

２つ目の、４ページ目の上の、相談件数がふえているというところでございます。実

際かなり数字がふえてきております。まだ潜在的な、見えていないところも含めてある

かと思います。となりますと、この相談の受け皿としてどう拡充していけばいいのかと、

その辺につきましては委員の皆さんも自治体の地域の状況として感じられているところ

もあるかと思いますので、そこについてはまた状況をご議論いただいて、不足している、

また重点を置くべきところにつきましてもご指摘をいただければなと考えてございます。 

続きまして、申送り児童数で小学校に比較して中学校の申送りが少ないというところ

でございますけれども、区の気づいていないところはあるかもしれませんけれども、小

学校の段階で落ちついている方もいらっしゃるかと感じておりますけれども、ここも潜

在的に見えていないところがあるかと思いますので、実数としては少なくなっておりま

すけれども、ここについても各委員の皆さんの実感、実態、状況を見てのご意見をいた

だければと思ってございます。  

 

○石崎教育委員会事務局副参事（学校教育担当）  

学校教育担当副参事の石崎でございます。先ほどのご質問の中で補足をさせていただ

きますと、発達に対する相談がふえてございます。それを受けまして、１２ページにも

記載をしてあるところなのですけれども、全小学校に特別支援教室というのを設けてい

ます。これは情緒障害等を抱える児童のために、今までは区内で４つの拠点校にそれぞ

れの学校から行っていた方式から、全部の学校に特別支援教室というのを設けまして、

拠点校から学校に教員が出向いて教育を行うという方式にしてございます。  

というのも、各学校にも潜在的にそういう発達障害の児童がふえていくことと、わざ

わざ通うまでの時間の削減、またその特別支援の教育の内容と通常の学級での連携とい

うことも踏まえまして、特別支援教室を全小学校に設置したということが、取り組みと

しては挙げられるかと思ってございます。  

 

○小澤部会長  

ありがとうございました。非常に児童をめぐってのこういう数字というのは、どうい

う背景があるのだろうということを、皆様の実感を含めて、審議会の中でもおいおい出

していただけたら大変ありがたいかと思います。  

あともう１点は、区としての教育の取り組みとして、確かに小学校全てにこういうク

ラスを設置するという、非常に重要な取り組みを始めているというご報告も追加されて

おりますので、それも含めてまた今後の計画策定に反映させていきたいと思いますが、

ほかにいかがでしょうか。どうぞ、宇田委員。  

 

○宇田委員  

障害福祉計画を策定するときに、子ども・子育て支援事業計画とすみ分けをした計画
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作成になるのか、あるいは相乗りをした計画になるのか乗り入れ方を教えていただきた

いです。基本的な考え方が、子ども・子育て支援事業計画との関係がどうなっているの

かがもう少し見えやすくしていくことが必要ではないかなと思います。  

子ども・子育て支援事業計画のほうの視点で積み重ねてきている部分のものも障害福

祉計画の中に組み入れるのであれば、例えばサポートファイルの発行の活用率がどのよ

うに展開しているのか等、もう少し見えやすくしてほしいと思います。  

それから、４すこやかで実施している障害児サービスを利用する前のお子さんたちの

キャッチアップグループのような活動の数字であったりといった、そういうところで入

り口として、障害児相談支援事業ではなくて、地域子ども家庭として実施している支援

の仕組みから、障害児の支援にどう流れていくのかということです。一貫した支援とい

うのは結局そういうことではないかなと思うのです。その辺の例えば、要支援児の発見

率等とつなげていくのが障害児福祉計画であってしかるべきではないかなと思います。  

もう１つ、一貫した支援でいいますと、今度は１８歳以上へどうつなげていくかとい

う視点の計画も必要ではないかなと思います。教育との乗り入れ方の調整がすごく複雑

になっており、今すごく問題になっている、就労移行支援なのですけれども、就労移行

支援事業所を実習として利用するのが、大体高校２年、３年生ですけれども、そのとき

に教育の仕組みとの調整が難しくなっているというのを聞いています。ですので、その

辺の仕組みづくりなんかも視点で入れることで、移行支援という形が、次回さらにその

視点の計画がもうちょっと見えるといいのではないかなと思います。  

その辺の、ほかの組み合わせで、子ども・子育て支援計画でとられているデータとか

数値とかがあったら、合わせて検討材料にしたいなと思います。  

 

○小澤部会長  

ありがとうございました。これは本日の最初の説明資料の１というところですね。図

としては障害児福祉計画の重なった部分に、子ども・子育て支援計画というのが記載さ

れているのですけれども、そのあたりの整理がかなり重要事項だと思われましたので、

これは事務局のほうで何かお考えがあれば教えていただきたいなと思って今、聞いてお

りました。  

あと、これは多分各論でも議論されるかと思うのですが、いわゆる児から者へ流れて

いくところの就労移行支援事業はどう考えるべきかという、そのあたりの、正直言いま

して、分野によるかなりな違いも含めて、どういうふうに乗り越えるかというところが、

今後各論でも深めなくてはいけないかなと思って聞いておりました。今の段階でもし何

か事務局のほうでお考えかコメントがあれば、よろしくお願いしたいと思いますが。  

１点目はちょっと質問的な要素も入っていますので、これは区としてどういうふうに

交通整理されるかなということも入っていたかと思います。いかがでしょうか。  

 

○高橋子ども教育部、教育委員会事務局副参事（子ども教育経営担当）  

今、部会長からお話ございましたけれども、資料１のほうに各計画の関係性を示した

図がございます。この障害福祉計画の議論ということにつきましては、今委員からご指

摘がありましたとおり、子ども・子育て支援事業計画とも大いにかかわりを持ってくる

話でございます。  

今回、子ども・子育て支援事業計画につきましても、今年度中間見直しを予定してご

ざいます。この障害児福祉計画の議論、部会でしていただきましたその内容につきまし

ては、その内容をこの子ども・子育て支援事業計画のほうにも反映をさせていきたいと

考えてございます。メーンの議論につきましてはこちらの障害部会のほうでお願いをし

たいと捉えており、その内容を踏まえ、子ども・子育て支援事業計画のほうは、子ども・
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子育て会議という区の付属機関で検討しておるのですが、そちらのほうにも検討の経過

をお伝えし、最終的に障害児福祉計画と、子ども・子育て支援事業計画のほうを今年度

改定するということで進めていきたいと考えてございます。  

その進め方につきましては、今後の議論の進みぐあいによりまして、何らか調整をす

る時期、する機会を持たなければいけないと認識してございますが、まだ具体的にどの

ように進めるかにつきましては、ちょっと考えがまとまり切っていないところでござい

ます。  

また、委員のほうから、例えばサポートファイルのデータでありますとか、キャッチ

アップグループの状況というお話がございました。その辺の状況、データにつきまして

は本日ご用意ございませんけれども、第４回のこの部会で、障害児の部分につきまして、

集中議論をしていただくようにしておりますけれども、そこには可能なデータをまたご

用意させていただければと思います。  

また、１８歳以上の就労支援等の部分につきましては、課題としては大きなものがあ

ると考えてございます。今後の議論の中で各委員のほうからもいただければと考えてご

ざいます。  

 

○小澤部会長  

ありがとうございました。１点目のところは正直言いまして、中野区だけではなくて

ほかのところでもどう考えているのだろうと言えるところです。普通に考えると、一般

子ども施策の一部としての障害児施策と受けとめるのか、やはり障害児ならではのさま

ざまな課題が特化して発生しているので、特別な、さまざまな一般子ども施策ではなか

なか対処しづらいという、そういう思いの中で取り組まれてきた、今回障害児福祉計画

が策定される意図、状況を考えると、ちょうど谷間に落ちている話で、どこが本当のと

ころリーダーシップを握りながらグランドデザインを描くかというところが最も問われ

ている場所なのです。  

これに関しましては、実は国もあまりはっきりとしたことは言っていないと私は理解

しています。ですので、中野区は悩まれているなと。多分ほかのところも悩まれている

と思うので、とりあえずは、障害という問題に光を当てておりますので、そこを一応は

メーンにしますけれども、バックグラウンドデータとしては、一般子ども施策の中で必

要なデータがあれば出してくださいといった受けとめでよろしいでしょうか。  

これは本当に根本的に考えていくと、一般施策の中の一部を出すのかどうかによって、

話が変わってきてしまいます。一応現在の国の考え方を踏襲すると、一応障害というも

のに光を当てながら、その上で一般子ども施策に、それがかなり関係が深いことであれ

ば随時それを意識しながら進めていくというふうに若干暫定的に整理させた上で進めさ

せていただきたいなと思いますけれども、それでよろしいでしょうか。  

ご指摘の話は非常に大問題だとは思っています。これまで障害児福祉計画という名称

のものがそもそもつくりにくかったのが、子ども・子育ての全体計画の中で本来議論す

べき事項ではないかという論者も当然いらっしゃるので、その中でどういうふうに考え

ていくかというのももともとありましたので、今回一応国の指針に基づいて進めさせて

いただくということで、そういう扱いをさせていただきたいと考えているのですが、よ

ろしいでしょうか。  

必要なデータは確かに一般施策で、普通だと気になる子どもというか、両者にかぶっ

てくる話の代表格だと思うのですけれども。そういったところで気になる子どもさんへ

のアプローチとなって、そういう話は通常の子ども・子育てのほうの取り組みの中から

参考になる部分を提供していただくということで考えたいと思うのですが、よろしいで

しょうか。  
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これが揺らいでしまうとなかなか審議が進みません。そもそも国がいけないと僕は思

っているのです。別にここだけの問題ではなく、そこら辺はもともと揺らいだ形で出し

ていますので。そういう方針で少し進めさせていただきたいと思いますが、よろしいで

しょうか。  

また、先ほど事務局のほうから申し上げましたように第４回というところでここの障

害児絡みのことに関しましては集中的に取り上げて審議するということを計画しており

ます。６月ごろの日程になるかと思うのですが。その前に、今日の話は入り口ですので、

そのときに向けて掘り下げてというふうに考えております。よろしくお願いしたいと思

います。  

ほかにいかがでしょうか。どうぞ、市野委員。  

 

○市野委員  

私、知的障害児の親の会のほうに所属しておりますので、成人もおりますけれども、

小学校１年生くらいからの会員もいまして、今週の初めに、区内の特別支援学級のお母

さんから連絡をいただきまして、支援学級に所属しているボーダーくらいの知的障害を

持っている方と、あと通常級に所属している、知的には問題がないのだけれども通常の

生活が送れないという方についてのご相談だったのです。その方たちが、そういう障害

に関する情報を得たいということと、みんなと仲間になりたいということで、私どもの

会員になりたいけれども、でも知的障害者の名簿に自分の名前、子どもの名前は載せた

くないと。  

それで、賛助会員という形で会員になれないかということでご相談いただきましたが、

賛助会員というのは一般の区民の方に賛助、助けていただくという目的ですので、やは

り会員になっていただかないと、と回答を申し上げたのですけれども、やはり親御さん

にしてみれば、自分の子どもの障害認知というか、障害受容がなかなかできないという

葛藤を抱えていまして、でも情報は欲しい。ちょっとうちの子どもは普通の子と違って

いて、普通の生活が送れないと。非常に悩むところで葛藤を抱えているのだなというと

ころもございました。  

ですから、子どもの支援もそうなのですけれども、保護者に対するやはり支援という

ことも親の会としては非常に大切だなと。これは親の意見として言わせていただきます。 

 

○小澤部会長  

ありがとうございました。そういう視点も含めてせっかくの機会なのでこの計画の中

で盛り込んでいくのも大事だと思います。今度、親をどう支えるかというのはすごく重

要な課題だと思います。そういった視点もぜひ、今のご提案と受けとめました。具体的

には今後また詰めていただく形になるかと思うのですが。そんなことも含めて、これま

であまり先例のない計画ですので、いろいろとご意見をいただいた上で整理をさらに進

めていこうとは考えております。  

もう１つ議題がございまして、一応３０分程度の議論をと当初考えておりまして、お

おむねそのような形になりました。成人のほうはこれまで第４期、第５期目ですので、

比較的おおよその方向性は、大体のところは予想がつくのですけれども、子どものこと

に関しましては、私も含めて初めての扱いなので、本当にどういう議論が展開されるか

どんな方向性とか光の当て方が出てくるかは、今後の審議によっていろいろ入れ込んで

いく必要があるのかなと考えております。  

必ずしも今回基本的な考え方とか、あるいは事務局としての課題が全てというわけで

もないですので、それを見ながらまた委員の皆様のほうからいろいろご意見をいただい

た上で、せっかくの第１期計画ですので、いろいろと地域の状況に応じた計画にしてい
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きたいと考えております。またさまざまな角度でご意見いただきたいと思っております。 

申しわけありませんがもう１つ、議題の４というのがございまして、そちらのほうに

進めさせていただきたいと思います。議題の４は、冒頭申し上げましたように報告にさ

せていただきたいと思うのです。というのは、これはかなり進んでいる状況がございま

す。ただ事務局のほうの説明もございますと思いますので、どういう形で意向調査が実

施されるのだろうかということを報告という扱いで、意見交換というよりも、もしご不

明な点への質問という扱いをさせていただきたいと思います。  

では、事務局からよろしくお願いします。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

資料５－１をごらんいただきたいと思います。「平成２９年度  障害福祉サービス意向

調査  調査票について」でございます。  

前回までに委員の皆様からさまざまなご意見をいただきまして、ありがとうございま

した。これまでいただいたご意見、また前期の委員の皆さんからいただいたご意見を踏

まえまして、調査票を調整させていただきました。資料５－２以下の文章が調整した結

果となっております。  

調査の概要でございますけれども、障害に関しましては障害者調査、施設入所者調査、

発達支援等調査という３本の調査を行うことになっております。対象者、標本数につい

てはこちらの資料に記載のとおりでございます。  

調査方法につきましては郵送配付・郵送回収を予定しておりまして、配付につきまし

ては５月の中旬ごろに各ご家庭、施設に発送する予定でございます。回答につきまして

は５月末までということで回収をお願いしているところでございます。  

８月の下旬ごろの部会では、この概要についてお示しができるかなと考えております。

区民の方へは区報及びホームページで広報しているところでございます。  

説明は以上です。  

 

○小澤部会長  

これに関しましては実は、前期というのでしょうか、前の委員会の中で一定程度ご意

見をいただいた上で、本日議論した上で実施というのはとても時期的に困難ということ

を言ってございました。ですので、本来新規に委員になられた方に関しましては、大変

申しわけなく思っているのですが、前期の段階、郵送で一定程度ご意見をいただいて、

そしてその意見をできる限り反映した上でというのがこの資料５－１の裏面に、どうい

う対応をさせたかということで記載されておりますので、これはご確認という形になる

かと思います。  

このような調査を実施して、この上で８月には一番新しい直近のデータが出てきます

というのが今の事務局のご説明です。これに関しまして何か確認のご質問程度は承りた

いと思うのですが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。  

区報及びホームページで広報するというのは、いつくらいの時期でしょうか。委員の

皆さんも関係団体とか、いろいろな関係者がいらっしゃると思うので、それでさらなる

周知をしていただくほうがさらに効果的かと思いましたので。時期の話も一部、よろし

くお願いします。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

区報につきましては５月５日号の区報で周知をいたします。それに合わせましてホー

ムページでも周知を図る予定でございます。  
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○小澤部会長  

わかりました。ありがとうございます。大体連休明けくらいに皆さんの関係者に、こ

ういうことで区にご協力をよろしくお願いしますということで、ぜひこのような調査票

が来た暁にはよろしくお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。  

そうしましたら以上が議題の４つなのですが、あとは普通その他ということがあると

望ましいです。ありませんけれども、一応その他という議題は設けさせていただきます。

その他事項、これは委員の皆さんから何かご要望があればその他事項ですし、事務局か

らのご要望やお願いをというのがあればその他事項と考えるのですが、まず委員の皆さ

んから何かご要望やご意見があれば、それはその他という扱いをさせていただきますが、

よろしいですか。  

 

○森本委員  

要望といいますか、お願いです。今計画を立てるときに、基本的に今起きていること

を前提に、これからの計画を立てられるように見えるのですけれども、実際世の中の変

化がすごく早いですので、この計画の対象期間の間に、こういうことが起きるのではな

いかという、例えば障害を持った児童の人の５年後の姿というのは、こういうことをイ

メージするからこういうのが必要なのだというまとめ方ができたらいいなと思うのです。

そうでないと、つくったときには過去のものになっている気がするので。むしろ将来起

こり得ることを想定しながらつくっているというたたずまいがあったほうが、まとめ方

としては美しいのではないかなと思いました。以上です。  

 

○小澤部会長  

ありがとうございました。ご要望ということでございますので、いい知恵があれば対

応させていただけたらと思います。できる限り、さまざまな制度の状況に関しては、こ

の計画の時期に合っている形で、何らかの対応をしていこうとは思っておりますけれど

も、ただいまのは制度以外のさまざまな社会的な変化だとか、その他いろいろと置かれ

ている状況の変化とか、そんなことも含めて計画の中で何らかの盛り込める事項があれ

ば大変いいのではないかというご要望でございました。  

先ほど市野委員のほうから出た、親の支援という話も、場合によっては通常は審議会

の中で提案していただければ、具体的に数値がどうのこうのというよりは、こういう考

え方で取り組みましょうといったことに反映はできるかと思います。貴重なご意見だっ

たと思いますので、また今後それも少し意識させていただけたらと思います。ありがと

うございました。  

どうぞ、上西委員。  

 

○上西委員  

その考え方に関しての付加みたいな形になるのですけれども、資料２の「中野区にお

ける障害者福祉の現状と課題」のところで、例えば成年後見制度の理解促進というのが

あります。「親亡き後に備えて、成年後見制度の理解促進を図る必要がある」。これも「あ

る」というよりはどうして広がらないか。どうして成年後見制度を使うようにならない

か、みたいな視点も１つ入れていただければありがたいと思います。  

 

○小澤部会長  

ありがとうございました。これに関しましては、権利擁護絡みの審議はたしか第３回

あたりで検討します。ただ、障害福祉計画とは言いつつも、非常に基盤をなしているの

がこの権利擁護関係の出来事ですので、それはもうちょっと特別に起こしておりますの
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で、そこでまた今のような掘り下げた議論ができれば大変ありがたいと思っております

ので、よろしくお願いしたいと思います。  

よろしいでしょうか。どうぞ、本名委員。  

 

○本名副部会長  

資料２の１ページ、最初のところなのですけれども、「障害者の高齢化と介護保険との

関連」、これはすごく大きな問題だと思っているのです。平成２８年中に、新規に身体障

害者手帳を得た人が５７０人いて、そのうちの４０４人がもう６５歳以上ということで

すし、全体として、中野区は介護保険と障害のサービスをどういうふうに調整しようと

しているのかというところも合わせて計画の中で十分に考えていかないと、高齢者にな

ってしまってすぐ介護保険というわけにもいかないでしょうし、その辺のところをやは

り整理は必要かなと１点、思っています。  

２点目は２ページの一番上なのですけれども。最後のところに「今後も入所施設の需

要は高まるものと推測される」と書かれているのですけれども、障害福祉の根本的な考

え方は、地域で生活をするということメーンとしておりますので、事情はそうなのでし

ょうけれども、少なくとも施設に入らないで地域の中で生活をする施策をつくっていく

ということを全体で理解しておかないと、単純に施設をつくって終わってしまうという

ことではいけないのかなと思いますので、もう少し地域生活ということも考え方のベー

スに置きながら検討を進めていければなと思います。以上です。  

 

○小澤部会長  

ありがとうございます。要望、意見ということでございました。確かに成人期のこち

らの資料にも冒頭は理念を最初に示したほうがいいですね。子どもの計画は３つの柱を

立ててあるので。これまでの経過で若干省略したような経緯もあったかと思うのですけ

れども、やはり改めて、例えば共生社会の実現とか、地域生活支援とか、改めてこちら

の成人期の計画でも十分示さないといけないのかなと思って聞かせていただきました。  

率直に言いまして、原則は地域生活の支援と、それを推進するというのが原理原則に

なっておりますので、それはぜひ、まずは示した上で議論を進めていきたいと思います。  

高齢化の問題は確かにご指摘のとおりでございます。今後ちょっと、これまでの計画

以上に子どもさんの話の部分と、それから高齢の部分と、この２つが従来の障害福祉計

画の策定に考え方ではなかなか対処しづらい、大きな課題が出てきている社会状況かな

と思いましたので、そのあたりをうまく整理しながら審議して、計画をつくっていく必

要があるのかなと思いました。  

なかなか難しい課題だとは思うのですが、これまで児と者の間の話と、それから者と

高齢者との間の話が非常に課題でしたので、またご意見やご要望があればと思っており

ます。  

今日の段階で、まだお気づきでない点は、この会議の回数というのは限られておりま

すので、こういったことは必要だろうとか、あるいはこういうふうに考えたらどうだろ

うかとか、場合によっては事務局ばかり悩ませても申しわけないので、こういう提案を

して、こういう解決策も考えてみたらどうだろうかとか、そんなことがありましたらぜ

ひ事務局のほうにお寄せいただいた上で対応させていただきたいと思います。  

その他、事務局のほうからはいかがでしょうか。今後の審議予定の確認をするのであ

れば、最後にと思っていたのですが。参考資料３が今後の審議予定ですね。確認してし

まったほうがいいかなと思いましたので、よろしくお願いします。  

 

○稲垣健康福祉部副参事（障害福祉担当）  
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参考３の資料をごらんください。第３回障害部会は５月１２日金曜日に行われます。

主な議題としては、中野区における障害者就労支援の取り組み、２番目としまして障害

者差別解消、虐待防止、権利擁護（意思決定支援）の取り組みについて話し合いをさせ

ていただきますので、よろしくお願いいたします。  

 

○小澤部会長  

ありがとうございました。参考３をごらんになっていただきまして、本日は全体共有

という位置づけでございます。したがいまして、５月１２日以降、この議題でやるのだ

ということで、ぜひ本日の資料を、場合によってはそこを中心に読み込んでいただいた

上で、またご意見やあるいは何らかのご提案をしていただくことを考えております。場

合によっては予習が必要な場合は予習をしていただくと。本日の資料は基本的には予習

に使ってくださいという位置づけでもありますので、よろしくお願いしたいと思います。 

以上ですが、事務連絡事項、最後にございますでしょうか。  

 

○事務局  

１点だけご連絡させていただきます。本日お車の駐車をされている方がいらっしゃい

ましたら、スタンプを押させていただきます。出口付近で押させていただきますので、

帰りにお立ち寄りいただければと思います。よろしくお願いいたします。以上でござい

ます。  

 

○小澤部会長  

ありがとうございました。おおむね９時を終了目標にしておりまして、１回目、若干

心配はしたのですが、９時には大体終了ということになりました。委員の皆さんにおか

れましては、こんなような時間帯の設定でございますけれども、ぜひさまざまな角度で

時間を割いていただいて、ご協力のほどよろしくお願いしたいと思います。  

本日はこれで終了したいと思います。どうもありがとうございました。  

 

――了――  

 

 


