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第８期中野区健康福祉審議会  障害部会（第３回）  

 

開催日    平成２９年５月１２日（金）午後７：００～９：００  

 

開催場所   中野区役所９階    第１２会議室  

 

出席者  

１．障害部会委員  

出席者  小澤  温（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  本名  靖（副部会長）  

 

２．事務局  

 健康福祉部副参事（障害福祉担当）  稲垣  美幸  

 地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）  酒井  直人  

 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  

（子ども家庭支援センター所長・子育て支援担当）  神谷  万美  

 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  

第８期中野区健康福祉審議会の第３回障害部会ということでございまして、前回もう

既に１回目の全体的な審議を行いましたので、今日からいよいよ各論の審議になります。

５月にしてはまだまだ暑い時期が続いておりまして、皆さんももし暑いようでしたら、

上着をとっていただいて全く構いませんので、よろしくお願いしたいと思います。  

そうしましたら、今日の議題に関しましては皆さんのお手元にもう資料があるかと思

いますけれども、まずは全体の地域包括ケアシステム、そして就労支援、権利擁護とい

うことで進めさせていただきたいと思います。  

今日は３つの議題が用意されております。冒頭、私の挨拶となっているのですけれど

も、むしろ審議時間を長くしたほうがいいのではないかと判断しておりますので、私か

らはこのぐらいにいたしまして、まず最初に事務局より配付資料の確認をお願いしたい

と思います。よろしくお願いします。  

 

○事務局  

 配付資料の確認をさせていただきます。「中野区健康福祉審議会第３回障害部会」と書

いてあります本日の次第の裏面をごらんいただきたいと思います。そして、お配りさせ

ていただいた資料の確認をさせていただければと思います。  

 まず資料１が、中野区地域包括ケアシステム推進プランの概要についての資料になり

ます。資料２が、障害者就労支援の資料になります。資料３ですけれども、資料３－１

から３－３までございます。権利擁護の関係の資料となってございます。参考の資料が

３枚ございまして、参考１が委員名簿、参考２が事務局名簿、参考３が障害部会の日程
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となってございます。  

 また、本日机上に「中野区地域包括ケアシステム推進プラン」という緑の冊子をお配

りさせていただいておりますので、ご確認いただきたいと思います。  

 本日の資料は以上でございますけれども、配付漏れ等ございませんでしょうか。よろ

しければ、部会長、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。ただいま資料の確認ということでございますが、よろしい

でしょうか。  

 そうしましたら、本日の皆さんのお手元の次第に沿いまして、議題に入っていきたい

と思います。  

 議題は、報告と審議に分かれております。報告というのは基本的には、原則は事務局

による報告が中心でございまして、不明な点だとか事実確認とか、場合によってはミス

プリントだと、そういったことがございましたら、意見の時間はとりたいと思っており

ます。審議は、こちらの審議会としてこうすべきであるとか、さまざまな提案とか、あ

るいは疑問点も含めて議論を行うというものでございます。報告事項と審議事項で取り

扱い方が若干異なりますから、まずそんなお気持ちで対応していただけたらと思います。 

 最初、報告事項という扱いで（１）「中野区地域包括ケアシステム推進プランの概要」

ということでございます。事務局からの説明の後、先ほど言いましたように事実確認の

質問等を中心にしようと考えております。まず、よろしくお願いします。  

 

○酒井地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）  

 資料の確認のところで紹介がありましたけれども、中野区地域包括ケアシステム推進

プランというのを、この３月の末に区として策定いたしました。この推進プラン自体は

現在のところ高齢者版の地域包括ケアシステム推進プランとなっています。中野区の定

義としまして、地域包括ケアシステムというのは、子どもや障害者など全ての人を含ん

で地域包括ケアをつくっていくのだ、構築していくのだということで、順次これから対

象を広げていくということで予定しております。  

 お手元の概要をまずはごらんください。このプラン自体は１４０ページぐらいありま

すので、かいつまんでどういうものかということをご紹介させていただきます。  

 まず１番、「プランの位置づけ」ということなのですけれども、単なる行政の計画だけ

でなく、地域包括ケアシステムの構築については区内のいろいろな団体が協力し合って

取り組まないと実現できないであろうということで、今回このプランを策定するに当た

ってはさまざまな団体の方に参加していただいてつくっております。つまり、このプラ

ンの位置づけとしては、区と区民のアクションプランということで、単なる行政計画で

はないとして策定しております。  

 ２番、「プランの期間」でございますけれども、平成２８年度から平成３７年度、いわ

ゆる２０２５年問題という、団塊の世代が７５歳に全て到達する２０２５年までの１０

年間ということで策定しました。当初の３年の達成目標と１０年後の達成目標をそれぞ

れアクションプランの中で掲げております。  

 ３番「プランの構成」となっておりますけれども、ここで重要なのはステップを区切

って今後進めていくということです。この部会に関係あるところでいきますと、ステッ

プ２のところで、平成３１年～平成３２年の○の１つ目、子育て世帯、障害者など全て

の人へ対象を拡大していくということで、ステップ２で障害者を含む予定をしておりま

す。  

 ４番、「今後の進め方」ですけれども、ステップ２に向けては今やっていただいている
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健康福祉審議会においての検討で、子ども、障害者を初め全ての人に対する地域包括ケ

アというのを議論していただいて、これを受けて来年度、地域包括ケア推進会議という

ものがございますので、そちらでプランの見直しを行って、３１年度から拡大するとい

うスケジュールを組んでおります。  

 ５番、「目標とするまちの姿」は、ここでは高齢者版ということなのですけれども、高

齢者だけではなくまちの姿としては（１）から（４）までということで今、掲げており

ます。  

 ６番、「プラン全体の達成指標」では、高齢者版の達成指標ということなので、「長期

療養が必要になった時自宅で過ごしたい人の割合」、それから「６５歳の健康寿命」とい

うことで、高齢者版ではこの目標を設定します。ですから、今後、子どもや障害者に拡

大したときのプランの達成指標というのは、また別に考える必要があると考えておりま

す。  

 ７番、「区の推進体制」でございます。ここが今回区として力を入れた部分でございま

して、すこやか福祉センターというものが区内に４カ所あり、区内を４つに分けており

ます。そのすこやか福祉センターが、地域包括ケアシステムを実現する上では極めて重

要な拠点であると考えております。そのすこやか福祉センターの役割というのが○の３

つであります。  

 （１）の１つ目が、要支援者１人ひとりに対しての個別ケース検討会議などを行って、

１人ひとりに対しての支援のネットワークをつくっていくのが役割であると。それから、

２つ目は、切れ目のない地域包括ケア体制をつくるということで、全ての区民の方の健

康、生活を常に見守る、個人個人の情報を把握して見守る、中野区地域包括ケア情報シ

ステムというものをつくっていく。それから３つ目が、すこやか福祉センターでは要支

援者の情報を見られるようなタブレット端末を用いて、いわゆるアウトリーチ型の相談

機能を持ちますと。それから、ＳＮＳ等の活用によって他職種の関係の中で必要な情報

を共有して、そこからサービスにつなぐことのできる体制を整備していくということで

掲げております。  

 （２）のところで、そのすこやか福祉センターのもとに地区担当アウトリーチチーム

を設置すると書いております。この地区担当というのは、先ほどすこやか福祉センター

が区内に４カ所と申し上げましたけれども、この地区担当については区民活動センター

といって区内に１５カ所ある、その区民活動センターごとに配置するということで設置

いたしました。  

 そのアウトリーチチームの構成員というのは、事務職、それから医療・福祉の専門職

と他職種が一緒になってチームを結成して活動していくと。２つ目では、そのアウトリ

ーチチームの役割ということで、地域団体の活動に参加、それからみずからの役割を伝

える。相談しやすい関係性を構築するということで、そういう関係性、ネットワークを

つくる中から気になる情報というものを見つけて、察知して、そこから要支援者を発見

すると、そこからケアにつないでいくということをしていきます。  

 それから、発見されてもサービスに結びつけることができなかった難しいケースとい

うのがたくさんございます。そういうものについては個別ケース検討会議などを開催す

ることによって、継続的に見守るような責任を持つ。それがアウトリーチチームという

ことで定めております。  

 それから（３）地域ケア会議のイメージ図ということで「別紙のとおり」とあります

けれども、３枚目の横長の紙でございます。こちらが全体の地域ケア会議の高齢者対象

のイメージ図ということで、上のほうに地域ケア会議というのがございまして、区全体

の中野区地域包括ケア推進会議というのと、すこやか福祉センターごとに設けるすこや

か地域ケア会議というこの２つが地域ケア会議になります。その下のところで個別ケー
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ス検討会議というのがあります。ここでいろいろな課題を抽出して上部の会議に上げて

いくと。アウトリーチチームというのはその左側に書いてありますけれども、支援のな

い人たちに対して要支援者を発見し、個別ケース検討会議につないでいくという役割が

あるとまとめております。  

 お戻りいただいて３ページをごらんください。「地域包括ケアシステムの構成要素」と

いうことで、この柱１から８までの構成要素で今回システムプランについては整理して

おります。柱１から８までの考え方なのですけれども、これはいわゆる自助・互助・共

助・公助という順で整理する考え方でまとめております。ですから、「本人の選択／権利

擁護」、「住まい・住まい方」、「健康・社会参加・就労」までが自助、それから「地域の

見守り支えあい」が互助、「介護・生活支援サービス」、「医療」は共助、それから柱７に

ついては、これは公助の部分だろうということで、おおよそそういう考え方で並べてお

ります。柱８については例外というか、認知症対策については主に高齢者版の中で特別

に出てくるものなので、今後、子どもだとか障害者をこのプランに入れていく中で、こ

ういう特別な柱を設けていく必要があるということなので、一番最後に置きました。以

上のように整理しております。  

 ９番では、この８つの柱ごとに施策、取り組みの方向性について定めておりまして、

３年後、１０年後について目標値を定めております。先ほど説明しました地域包括ケア

推進会議で成果や進捗状況を毎年確認して、１年１年ＰＤＣＡサイクルを回していくと

いうことを区としてはこれから考えていきたいと思っております。  

 簡単ではございますけれども、資料の説明については以上でございます。  

 

○小澤部会長  

 ありがとうございました。ただいま報告事項ということで、現在中野区の地域包括ケ

アシステム推進プランということで進捗している、ないしは既に皆さんのお手元にある

冊子のように策定もでき上がっているということでございまして、それの概要をおおむ

ね説明していただきました。  

 実はこちらの審議会としてのメーンのかかわりというのは、今ご説明がありましたと

おり、資料１のステップ２のところなのですね。地域包括ケアというのはもともと高齢

介護保険絡みのところで審議されてきた経過がございますので、２８年から３０年度に

至るまでは、従来型の高齢のところを中心に審議してきたということでございました。

平成３１年以降、こういった考え方をこちらの障害の領域でもベースにしながら検討し

ていきましょうという、そういった意味合いでも報告事項に扱わせていただいておりま

すが、ただいまの説明でご確認すべき事項がもしございましたら、承りたいと思います。  

 最初に申し上げておきますけれども、ただいまご説明いただきました酒井副参事は所

用でこの後中座されるということでございますので、２、３のご質問があればというこ

とで、いかがでしょうか。  

 

○松田委員  

 今後の進行の確認だけなのですけれども、１ページの「今後の進め方」のところで、

「ステップ２に向けては、平成２９年度の健康福祉審議会における健康福祉総合推進計

画の検討において、子ども、障害者をはじめ全ての人に対する地域包括ケアを議論し」

と書いてあるのですけれども、２９年度中にどこかで話し合いが行われるということな

のですか。  

 

○酒井地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）  

 ２９年度においてはこの部会と、もう１つの介護・健康・地域包括ケア部会で触れて
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いただいて、議論していただきます。それをもとに３０年度に地域包括ケア推進会議と

いうものを開いて、そこで例えば子どもの関係の団体とか障害の関係の団体に入ってい

ただいて、改めてプランをつくっていくことになります。  

 

○松田委員  

 その話し合いというのは審議会のどこかであるのでしたか。  

 

○酒井地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）  

 例えば地域包括ケアシステムの、というのは今回この部会で話すこともそうですし、

もう１個の地域包括ケア部会というのもございますので、その中でふれられていること

について区としては受けとめて、それを生かしてからプランをつくることになります。  

 

○小澤部会長  

 多分全体会というのを次、９月ごろを想定していまして、場合によってはこちらは障

害の分野ということで部会としてやっておりますけれども、高齢の部会もございますの

で、ひょっとしたら全体会で全体的な意見を出すのがふさわしい場かなとも思います。

またその節に。今日はあくまで情報提供というレベルです。この概要を聞きながらこう

いうような障害領域、固有の地域包括ケアはこう考えたらいいとかいうのはまた全体会

に向けて少し練っていただいて、そこで出していただくのも１つかなと思いました。そ

ういったことも大事かと思います。  

 ほかにいかがでしょうか。  

 

○中村委員  

 この地域包括ケアシステム推進プランの概要を今お聞きしたのですけれども、国が今

盛んに言っている我が事・丸ごとの地域包括ケアの実現ということで、動いている内容

に非常に沿った内容だろうと思っているのですが、一方では障害者問題に関しては障害

者基本計画、基本法に基づく計画と、それから障害福祉計画、地域ごとにつくっていく

計画、これとどんなふうにリンクしていくのか。会議体はどんなふうに連携をとってい

くのか、そういうイメージがあったら教えていただければと思います。  

 

○酒井地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）  

 計画としてはこちらの障害福祉の計画が先にでき上がるということでございます。と

いうことで、地域包括ケアシステムの推進プラン策定に当たっては、既にできた既存の

ものを踏まえた上で地域包括ケアのさっきの柱ごとに課題とか取り組みを整理して、実

際に区だけではなくいろいろな団体のアクションプランとして策定します。要は区の計

画を踏まえた上で各団体及び区が取組内容をそこで定めて取り組む計画になると考えて

います。わかりますでしょうか。  

 

○中村委員  

 少しわかりにくかったです。  

 

○酒井地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）  

 区の行政計画としては定めるのですけれども、それを踏まえた上で、内容にそごが生

じるわけではございません。それぞれの計画、法律に基づく計画がそれぞれできますけ

れども、地域包括ケアの場合は横断的に拾う形になるということと、先ほど申しました

ように、柱ごとに高齢者以外の障害者も子どもについても整理しようと考えています。
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柱ごとに課題をちゃんと捉えて、そこを行政及び関係団体が何を取り組んでいくのかと

いうことを整理するのが、この地域包括ケアシステム推進プランと考えております。  

 

○小澤部会長  

 ありがとうございました。第５期障害福祉計画策定は、一応障害分野ではあるのです

けれども、基本的には地域包括ケアシステムをどうするのかという議論は、この後審議

が進んでまいりますので、ちょうど全体会のころに一定の見方というのでしょうか、中

間のまとめ的な要素が出てくると思います。そのときに、場合によってはこういう地域

包括ケアの考え方をどういうふうに障害の視点で見ていくと考えたらいいのか扱うのだ

と思います。アクションプランということは、つまりさまざまな分野や領域から意見を

聴取した上で、さらにもう一遍見直しをかけながら次に行くという意味合いですよね。

なので、こちらの審議が進んでいく状況を適宜地域包括ケアシステム推進のほうにもお

伝えしていくという形でよろしいでしょうか。多分、次の全体会あたりが１つの、こう

いった全体的なことへの意見を言う非常にいい時期になると思いますので、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。しばらくは障害部会で審議を詰めなが

ら、最終的にはこちらのほうも地域支援拠点とか地域支援システムで出てきますので、

それとの最終的なすり合わせも必要になってくるだろうと思います。よろしいでしょう

か。  

 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。多分今日が最初の概要の説明ですの

で、ぜひ、本日この冊子が机の上に置いてありますけど、もし必要であればご自宅にお

持ち帰りになってよく読んで、もう一遍どういうことを言っているのかを確認した上で、

この審議会の中でこういうことを言いましょうと。それは十分あり得ますので、そのよ

うな扱いをさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。そうしましたら１

番目のところに関しまして一応報告という扱いでしたので、ここまでにさせていただき

ます。酒井副参事どうもありがとうございました。  

 そうしましたら、以降は審議であります。この審議会として審議しなければいけない

事項になりますので、最初の各論のスタートは就労の問題からということでございます。

中野区における障害者就労支援についてというところであります。  

 最初に事務局から説明をいただいた上で、その後意見交換、質疑の時間に入りたいと

思います。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）  

 中野区における障害者就労支援の取組ということでご報告させていただきます。障害

福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本方針としまして、福祉的就労から一般就労への

移行の推進が示されています。具体的には、就労移行支援事業及び就労定着支援事業等

の推進により、障害者の福祉施設から一般就労への移行及びその定着を進める。また、

離職者や特別支援学校卒業者に対する就職の支援や障害者に対して一般就労や雇用支援

策に関する理解の促進を図ること等、障害者雇用全体についての取組を併せて進めるこ

とが望ましいとされています。  

 それでは１番のグラフからごらんください。こちら「障害者就労施設の利用実人員の

推移」でございます。緑の線が就労継続支援Ｂ型の利用者になります。実人員で４５７

人と一番多く示しております。また、就労移行支援としまして１５２人ということで、

こちらのほうも伸びが見られております。  

 おめくりいただきまして、中野区就労支援センター、こちら障害者福祉事業団に委託

しておりますが、一般就労支援の実績をお示ししております。登録者数は７５９人とい

うことで、定着・生活支援の対象者数ですけれども、平成２７年度２７９人となってお
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ります。そして、就職者数ですけれども、ごらんのとおり５０名ということで、近年ず

っとこの５０名から６０名のところを推移している状況でございます。  

 その次に②としまして、就労支援事業における就職者の元所属の内訳ですけれども、

大変申しわけありません。こちら数値の間違いがございまして、平成２７年度の５０名

の内訳のところでございますが、福祉施設１８名、これは変わりません。就労支援機関

については４人が６名になります。学校については８名、在宅者に関しては１１名、企

業等の方が７名ということで、あわせて５０名の元所属の内訳となっております。ごら

んのように福祉施設からの就職者数が大変多くなっている現状がございます。  

 ３ページに移りまして、就労支援事業の就職者の障害種別の内訳でございますが、こ

ちらは精神の方が２３名と半数近くを占めていることがわかります。また、④の特別支

援学校・障害者就労施設の連携事業のところですけれども、こちらは昨年の１０月から

中野区障害者福祉事業団に委託しておりまして、特別支援学校の生徒さんに対して、卒

業後の福祉的就労等への移行に向けた相談支援を行っております。また、就労継続Ｂ型

事業所については、一般就労可能な利用者の掘り起し等につながっております。平成２

８年の取り組みとしては障害者就労継続支援Ｂ型事業所にアンケートを実施しておりま

して、約３割の方が「今すぐ働きたい」、「いつかは働きたい」という就労意欲のニーズ

が把握されております。  

 おめくりいただきまして、その他取り組んでいる事業でございますけれども、知的障

害者、精神障害者向けの就職準備フェアの開催、あと企業見学会の開催、セミナー等に

よる障害者の就労支援についての理解啓発などを行っているところです。  

 就労継続のための定着支援・生活支援についてでございますけれども、こちらの件数

を見ていただきますと、支援件数が５，２１１件と前年度よりも低くなっておりますが、

こちらにつきましては、精神障害者の方の支援に比較的時間がかかるということもござ

いまして、支援件数としては２，０００件ほど下がっているような数値になっておりま

す。  

 ５ページにつきましては、「就労定着支援の創設について」ということで、今後の課題

というところで書かせていただいております。障害者総合支援法の施行３年後の見直し

によりまして、障害者就労に伴う生活面の課題に対応ができるよう、就労定着に向けた

支援を行う新たなサービス、就労定着支援が創設される予定になっております。また、

この内容につきましてはまだ明らかになっておりませんけれども、支援開始後、職場の

定着率８０％を基本とするような方針もあるようなので、今後、国の動向も踏まえて第

５期障害福祉計画に対応していく必要があると考えております。  

 ４番目としまして、「就労の場・機会の拡大」というところで、中野区におきましては

事業協同組合の支援としまして、シティビルメン共同組合に清掃業務の一部を委託して、

障害者雇用の維持を図っているところでございます。平成２９年の３月末現在で雇用算

定基礎障害者２０人という雇用状況になっております。  

 ５番目としまして、「一般就労に向けた職場体験」をしております。区役所実習と職場

実習ということで、区役所実習については平成２７年度５回、１４人の方がお越しにな

っておりまして、そのうち当該年度中に３名が就職しています。  

 おめくりいただきまして、「福祉的就労における工賃の向上」に向けての取組でござい

ます。福祉施設の平均工賃の月額の実績でございますが、東京都及び国の平均よりも高

く、中野区は１万７，１５４円でございます。伸び率が鈍化している傾向もございます

ので、いろいろな社会状況、経済状況を踏まえながらも工賃の向上への取り組みに努力

していきたいと考えております。  

 ７ページは就労継続支援Ｂ型施設における工賃の比較ということで、２６年度の工賃

と２７年度の工賃をお示ししております。一番上のオレンジの棒が急上昇しているとこ
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ろが一番突出しているところでございます。こちらは清掃事業に最近取り組んだことで

工賃がアップしたという状況です。  

 おめくりいただきまして８ページの「福祉施設の工賃向上に向けた主な取組」という

ところで、共同受注促進事業というのを行っております。専任の受注開拓員が民間企業

等に営業活動を行って、受注から分配、納品まで障害者就労施設に対しての支援を行っ

ているところでございます。②につきましても「障害者就労施設の受注機会の拡大」と

いうところで、「国等による障害者就労施設等からの物品等の推進等に関する法律」に基

づきまして、区の各分野からの障害者就労施設への発注拡大を図るとともに、区のホー

ムページ等で調達方針を掲載することで、区民、企業、各分野の理解啓発を図っている

ところでございます。そのような成果から実績が伸びている状況がございます。  

 また、③としましてはなかの障害者就労支援ネットワークが主体となりまして、障害

者就労支援事業所が日ごろ作成しているクッキーですとかお財布とか織物などの自主生

産品を区役所１階ロビーにて販売して工賃向上と障害者への理解啓発を図っているとこ

ろでございます。  

 ３番目といたしまして、「精神障害者の就労支援」というところで、都内の民間企業に

おける障害者の雇用状況の推移をこちらにお示ししております。こちらのグラフから見

ますと、精神障害者の方が平成２７年度１万５，０４５人ということで、２４年度から

比べますと２倍の伸びを示していることがわかるかと思います。  

 おめくりいただきまして、「精神障害者の障害者就労施設の利用実人員の推移」という

ことで、先ほど示した図の背景となっております。また、３番目としまして、「中野区の

障害者福祉事業団による就労支援を受けている精神障害者の数」でございますけれども、

都内企業における障害者の雇用状況は、身体・知的・精神障害と年々増加しているとこ

ろでございますけれども、伸び率を比較しますと、精神障害が一番大きく上回っている

ところなのですが、その課題といたしまして６カ月以内に退職に至ってしまう精神障害

者が多いということで、企業側が精神障害者の雇用をちゅうちょする１つの要因にもつ

ながっているところが危惧されるところでございます。  

 今後、改正障害者雇用促進法により平成３０年度から雇用率の算定基礎に精神障害者

が加わることになりますので、今後も精神障害者の雇用はさらに加速すると見込まれま

すけれども、定着支援を今後どのように行っていくかというところや、企業側とのマッ

チングですとか協力体制とか、そのあたりのところを相談支援事業所や障害者就労支援

センターとの連携強化を図りながら行っていく必要があると思っております。  

 以上、ご報告を終わらせていただきます。  

 

○小澤部会長  

 ありがとうございました。最初に各論という形で取り上げるのがこの就労支援という

ことでございまして、それぞれ審議という扱いですので、３０分程度時間をとって意見

交換、あるいは質問も承りたいなと考えている次第です。もちろん次の議題もございま

すので、様子を見ながらまた次の議題に入りたいと思うのですけれども、まずはいかが

でしょうか。全体的な就労支援の状況も含めて、若干課題に関しても幾つかは記載され

ておりますので、ここのところでまずはご質問あるいはご意見があればと思いますが、

いかがでしょうか。  

 お二方手が挙がって、まず伊藤委員からよろしくお願いします。  

 

○伊藤委員  

 中野区のさまざまな取り組みが改めてわかりました。ありがとうございました。幾つ

かの質問をさせていただきたいと思います。１番の（２）の一般就労支援の実績という
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ところなのですが、国の統計などでも課題になっているところで、就労継続Ａの就労を

されている方もこの一般のところに数字が盛り込まれていることが課題になっているか

と思いますが、こちらの中野区のデータにはそういったＡ型の方も一般就労として扱っ

ている数字なのか、ということを教えていただきたいなと思います。  

 もう１点は、（３）の就労継続のための定着支援・生活支援というところで、今後は第

５期の障害福祉計画に対応していく必要があるということで、「生活面の課題に対応でき

るよう」ということだったのですけれども、その生活面の支援のニーズの把握というの

は、どういった内容を押さえているのかということで、今後何か計画があるのであれば

教えていただければと思いますし、現在そういった生活面の課題に対応するという、生

活面の課題というところで何かデータがあるのであれば教えていただければと思います。 

 もう１点は、３番の「精神障害者の就労支援」というところで、精神障害というとこ

ろでは、データの扱い方として発達障害の方の数と少し分けて考えたり、記載をしてい

くほうがより深い審議ができるのではないかと、少し意見も含まれているのですが、そ

のように感じました。以上です。  

 

○小澤部会長  

 ありがとうございました。ご質問という感じで３つほど、最後は意見でもあるのです

が、基本的には質問的な要素も入っております。  

 

○森本委員  

 重なる質問なので、一緒に質問してもよろしいでしょうか。  

 

○小澤部会長  

 関連しますか。では、質問をまとめてやりましょうか。引き続きまして森本委員、よ

ろしくお願いします。  

 

○森本委員  

 ２ページの一般就労の推移ですけれども、先ほど５０名を維持しているという説明が

ありました。登録者数はふえていて一般就労の数が変わっていないということは、そも

そも仕組みとしてあまり機能していないのではないかなと思えるのですけれども、そこ

の評価をどういうふうに考えておられるのかが１点。  

 もう１つは、それにかかわるので５ページ目の「一般就労の場・機会の拡大」という

ところの努力の部分ですけれども、私は民間企業に働いていまして、言葉は悪いですけ

れども、今、障害者の方は非常にニーズが高く、簡潔に言うと奪い合いみたいな形で民

間企業は非常にふやしていますので、そこからすると、ここの１年間の取り組みという

部分が、もっといろいろあるのかなと思ったりしたのですけれども、実際どのような活

動を、一般就労の拡大ということで活動されているのかということをあわせて教えてい

ただけますか。以上です。  

 

○小澤部会長  

 合計５点になりますけれども、よろしいでしょうか。では、事務局、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）  

 まず１点目の実績値に就労継続支援Ａ型の方が含まれるのかということなのですけれ

ども、こちらはお時間いただきまして、お調べさせていただきたいと思います。  



 10 

 ２番目の生活面の課題のニーズの把握ということで、定着支援に向けて例えば朝起き

られないとか、いろいろな相談をしたいとか、そういうような内容というところで具体

的にどんなことがあるかということについては、まだ現在のところでは調査等は行って

おりませんので、今後そのような調査が必要かどうかというのはまた改めて検討させて

いただきたいと思っております。  

 ご意見として、精神障害者の中に発達障害者の方がいらっしゃるというところで、分

けたほうがいいのではないかというところでございますが、なかなか手帳の判定とかそ

の辺のところで今回も数値を出しておりますので、でき得るかどうかというところはま

た検討ですけれども、今のところは精神障害者の手帳をお持ちの方というところでの区

別、種別になっていることをご説明させていただきます。  

 あと、登録者数のことなのですけれども、実はこちらにつきましては、障害者福祉事

業団に登録している方の累計数値になっております。この７５９名のうち、全員の方が

支援を受けているわけではなく、あくまで登録者数の累計として挙げさせていただいて

いる状況です。  

 あと、雇用の拡大、一般就労の拡大をどのように取り組んでいるのかというところで

ございますけれども、こちらにも書いておりますように、一般の企業見学会の開催です

とか、ジョブトレーニングのコーチとか、先ほど申しました共同受注促進事業などでい

ろいろ企業等を回りまして、いろいろな受注、そういう仕事を獲得しているということ

もございますので、その辺の就労支援のネットワークの事業のハードの中からいろいろ

な職場の開拓もやっていることもございますし、またハローワークのほうにも障害者支

援コーナーもございますので、そちらのほうの連携というところでも推し進めていると

ころでございます。  

 

○小澤部会長  

 あといかがでしょうか。田中委員。よろしいでしょうか。  

 

○田中委員  

 答えになるかどうかわかりませんけれども、今、ご質問があった部分の大きなところ

は、我々の障害者福祉事業団が実際には区の委託を受けてやっている状況がございます

ので、私の立場から少しご説明したいと思います。  

 Ａ型については、基本的に算定はしておりません。要するに一般企業あるいは特例子

会社、行政機関を基本的に考えておりますので、基本的に就労継続支援Ａ型というのは

数も少ないですし、基本的には考えておりません。  

 それから、登録者の伸びの数と新規就労者数との関係ですけれども、登録者の数とい

うのは基本的に一般就労をしたい、希望している方で申し出があった方の累計です。以

前から新しい方はどんどんふえていくという状況の中で支援をしているということです。

ただ、登録はしているけれども当分は就職する気はないよという人とかいろいろありま

すので、全部の方に直接常日ごろから接触しているということではないですけれども、

その中でやはり意思があり、可能性がある方について支援をしているということです。  

 ちょっと時間をいただいて説明しますと、現在の労働市場の状況というのは、経済的

な背景もありまして比較的良好な状況にありまして、売り手市場に近いような形にはな

っています。３０年度からは精神障害者が算定の基礎に算入いたしますし、それから法

定雇用率自体がアップすると聞いておりますので、状況としてはいい環境にあるのだろ

うなと思っています。そういった状況の中で、昨年度、２８年度についていえば、新規

就労者数５９名という数字を出しておりまして、５０名をずっとキープしているわけで

すけれども、その５０名の中でも後ろのほうといいますか、いい方向に少しずつ動いて
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いるのかなと思っています。こういういい状況ではあるのですけれども、ハローワーク

の言葉を借りますと、身体障害者については、新規就労者については枯渇しているとい

いますか、新しく採用という余地はあまりなくなってきているのではないか。それから

知的障害者についても就労が進んでいるということで、なかなか新しく就労するのも数

的にはだんだん減ってきている。これからはまさに精神障害者が対象になるのではない

かと言われています。ただ、そういった状況の中で今後の見通しを考えると、実は大企

業についてはもう法定雇用率を達成している状況にありまして、これまで大量に採用し

てくれた大企業が法定雇用率を達成したことによって、これまでどおりの採用が実現で

きるかどうかという不安があります。  

 そういった中で、登録者がふえている人数を上回るような形で毎年毎年５０人以上の

新規の就労者を出すというのは、それなりに一定の数なのかなと思っています。これは

あくまでも区から委託を受けた就労支援事業の実績の数値ですので、ただ、これに含ま

れないほかの事業所であったり、あるいは別のルートで就労されている方というのはも

っともっと当然いるわけですので、中野区全体として障害者の就労者数が何名かという

数字はないので、あくまでも区が行っている就労支援事業についての実績ということで

ご理解をいただければと思っております。  

 

○小澤部会長  

 ありがとうございました。区の委託を受けている事業団というお立場で補足をしてい

ただきました。ご質問いかがでしょうか。よろしいでしょうか。  

 

○森本委員  

 私自身、息子も今、一般企業で就労しているのですけれども、中野区がそういうこと

をやっておられることを実は知らなかったです。この資料のサービス意向調査の２９ペ

ージのどのルートで雇用を探したかという中で、専門の業者さんが今、すごく多くて、

民間のエージェントの方がすごくいろいろ活動されていまして、その経由で面接も含め

てサポートもやっておられます。結局民間と区の役割分担がもっとあってもいいのでは

ないかなと正直思いました。ハローワークでやっておられるのは非常にいいことだと思

います。私自身も実はハローワークに行きました。ただ、生きた情報というか、ある程

度生の情報はエージェントの人たちは早いですので、そういう意味で区と民間が競合す

るのではなくて、区でやるべきこと、それから民間のやるべきこと、あるいは区の強み

はこれですというのをはっきりしたほうがいいと思うし、その辺の整理をやっていくと

より効果的な活動ができるのではないかなと思っています。  

 

○小澤部会長  

 ありがとうございました。非常に貴重な提言が入っておりましたので、ぜひ今度の計

画の中に民間と区の役割、特に就労絡みは確かに民間がかなり動いている時期ですので、

それはきっちり整理されたら大変いいかなと思いました。  

 あと、田中委員がおっしゃったように、逆に言うとこの状況が今後も持続するかとい

うのは、確かにさまざまな社会情勢に左右される領域です。中長期的な計画をにらみな

がら、場合によっては今後の３年間の状況を意識しながら従来の流れで比較的スムーズ

に就労が推進できるかというのは、いろいろ検討の余地があるのではないかということ

で、これはぜひ関係されている委員の皆さんやその他現場の方々と相談した上で検討し

たほうがいいかもしれないなと思いましたので、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。  
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○宇田委員  

 就労支援の視点でいくと漠然としていることなのですけれども、障害児の相談に乗っ

ていると、中高生のほぼお子さんたちが先の見通しとして一般企業に就労できるのか、

保護的就労の方向なのかということを保護者の方がかなり懸念するときに、ジョブ体験

のような形のものをしてくれる地域の企業等を探したいというので、杉並なんかはぷれ

ジョブの会というのが始まっているみたいです。就労支援は就労に結びつけるのみでは

なくて職場開拓というか、共同実習のように作業所に仕事を持ってくるのではなくて、

地域の企業等に働く体験とか、中小その他、あわよくばですけれどもその辺で雇っても

いいかなという理解を促す仕組みであったり、何か就労支援の仕組みの中にそういう視

点を１つ入れられないのかなと思います。今、田中委員がおっしゃったように大企業が

ある意味ではブラックになってくるので、中野の商業関係というのか、その地域の特性

を生かした就労支援の仕組みというのが、何か考え方に出てこないものかと思いました。 

 

○小澤部会長  

 今の話は学齢期、最近では短期大学とか大学に行かれる方もいらっしゃるので、そう

いった教育を受けていらっしゃる方々のある種の実習のような、インターンシップなん

てよく言ったりするのですけれども、そういったところのある種の企業協力みたいな、

そのイメージで捉えられるとよろしいでしょうか。  

 ご意見ではあるのですけれども、何かこれに関してもしこういう取り組みだったら少

しこういう事例があるだとか何かございますでしょうか。これは別に事務局以外でも構

わないご意見かと思うのですが。よろしいでしょうか。そういった場づくりとか開拓の

仕方とか、今は特別支援学校高等部なんかを中心にかなり実習で明け暮れている実態が

逆にあって、ただ、必ずしも特別支援教育だけではなくて、相当裾野は広いですよね。

さまざまなニーズを抱えている方々が多いので。そのような提案も入っていたかと思う

のですが、よろしいでしょうか。  

 これはご意見ということで、そういった方向である種インターンシップや実習のあり

方みたいなことを、少し中野の特性を生かしてより質の高いものを何かつくれないのか、

そんなご意見だったと思います。では、これは計画の中で少し検討事項として入れてい

ただけたらと思いますが、よろしいでしょうか。  

 ほかにいかがでしょうか。  

 

○森本委員  

 同じようなアイデアとして、最近見たのは日本財団が行政と組んで原宿だったと思い

ますけれども、お花屋をするというのがあったと思います。今の、清掃をすると工賃が

上がるというのは端的な事例だと思います。やっている事業が違うと当然経済効果は違

いますので、多少イニシャルでお金がかかるのかもしれませんけれども、中野区がお持

ちの土地の有効活用でそんなにリスクのない事業をやるというのも、障害者の方だから

何かを買おうではなくて、むしろそこにいいものがあるから、そこをやっているのがた

またま障害者だったという仕組みにぜひ私はしてほしいと思いますし、多分障害者の方

もそれが一番うれしいのではないかなと思います。  

 

○小澤部会長  

 ありがとうございました。実践の方々は場合によってはいろいろなアイデアや創意工

夫で実践されているという事例があれば、そういった事例なんかも含めて少し情報を提

供するとか、あるいは周知するといった取り組みも必要なのかなと、そういうご意見と

してお聞きしておりました。確かに先ほどの工賃のグラフを私も見ながら、誰が見ても
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このオレンジ色のラインは突出している世界があるので、普通に考えてみると、何かが

さまざまな何らかの仕掛けを行っているのかなと思いました。これは固有のさまざまな

取り組みですから全部名称が伏せられているのはわかるのですけれども、データ的にい

うとあまりにも突出した世界で、右に下がっているところも当然あるわけですから、そ

ういう中で右にぐっと上がっているというのは、何らかの創意工夫とか何らかのものが

あるのかどうかというのも、当然これはよく国がやる手法に好事例の収集というやり方

があるのです。要するにいいものをできる限り事例として集めて、それを情報提供して

いく。調べる以外でもそんな手法がありますので、それも今後検討していただけたらと

思います。よろしいでしょうか。  

 

○稲垣健康福祉部副参事（障害福祉担当）  

 確かに森本委員がおっしゃるように、例えばふらっとなかのがパンをつくったり、お

豆腐をつくったりとか、そういうカフェ方式でやっていたりとかしてすごく特徴的なと

ころもありますし、中野福祉作業所の十五やはアロマをたきながら居心地のいい売り場

をつくっていたり、何かしらそういう特徴があって、しかも地域の中でみんなが立ち寄

れるとか、そういう仕事の場というのが一番理想的なのだろうなと思います。  

 

○小澤部会長  

 できれば確かに固有名詞とか固有の事業所の取り組みですので、あまりどこか一方に

と肩入れするつもりはないのですけれども、よくそういういいモデル事例があればそれ

を収集し、それをできる限り情報として何らかの形で提供していくというのは、これは

よく厚生労働省もやっている手法ですので、それなんかは別に中野区が区内の何らかの

先駆的な取り組みとかモデル的な取り組みがあれば、その辺ちょっと情報収集して、一

般的にこういった取り組みがありますみたいなことも今後ぜひ検討すべき事項かなと思

って聞いておりましたので、そういう提言も今後も必要かと思います。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。  

 

○松田委員  

 伊藤委員にちょっとご質問なのですけれども、先ほどの精神障害の方と発達障害の方

を分けたほうがいいというところの理由を簡単にご説明いただければと思うのですけれ

ども、よろしいですか。  

 

○小澤部会長  

 先ほどのご質問の趣旨をもうちょっと詳しく知りたいということかと思います。精神

と発達の話ですね。  

 

○伊藤委員  

 明確に分けて示したほうがいいということではなくて、精神の中に発達障害の方が多

く含まれております。それは皆さん周知のところだと思うのですが、近年の特別支援教

育も含まれて学校教育のシステムも変わっていく中では、発達障害の方たちがたくさん

通常の教育を受けながら社会に出ていく。その中でいろいろな課題が発見されていくと

いうところが大変多くなってきて、そこが爆発的にとはいいませんけれども、非常に数

として多くなってきているので、そこの精神障害というカテゴリーの中のもう少し細部

を検討することで、より中野区としての取り組みが深まってくるのではないかなという

ことで、それをもう少し細部で見るためにそういったデータというのでしょうか、深い
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見方としてのものがあるといいのではないかという考えでした。  

 

○松田委員  

 今のお話から言うと、例えば学校自体はすり抜けて、例えば就労してから、仕事につ

いてから何かしら仕事がうまくいかないとか、人間関係がうまくいかないところでドロ

ップアウトしてやめていってしまう。そこで発達障害がわかる方というのが多々いらっ

しゃったりするということを聞いていますので、そこら辺の部分というのはきちんと分

けてというのですか、発達障害に特化してそこをサポートしていくシステムとかを考え

てもいいのかなと思ったりもしています。  

 もう１つは、精神障害に関してはここに書いてあるとおり病気でもありますので、病

気の部分で例えば具合が悪くなったら、６カ月後に具合が悪くなったら仕事をやめなく

てはいけない時期が来るかもしれない。それはそのとおりだと思っています。それが特

徴であると思います。そこの部分で一生懸命就労に対しての定着支援を行ってもこれは

ちょっと無理な話で、一度ゼロに戻してそこから繰り返すことのサイクルをつくってい

かなくてはいけないと思っています。  

 もう１つが、そのときに今の会社の形というのはそういったことに対応できないシス

テムになっているところでは、やはり会社の働き方の仕組みを変えるというところの視

点も持って、少しこの中に書き込んでいただくのがいいのかなと思ったりもしています。

意見です。以上です。  

 

○小澤部会長  

 ありがとうございました。障害の特性もいろいろありますので、それも踏まえてこの

就労支援とか定着というのもちょっと考えてみるというのも、今のご意見の中に入って

いたと思います。  

 実は僕、さっきの精神と発達の話で思い出したのですけれども、多分このデータは手

帳がないと把握できない部分があるのかなというのがわからなくて、総合支援法の対象

自体は発達障害も入っていますし、それから難病も入っているのですけれども、そのあ

たりのデータは大抵公式データの中には、国のデータもそうなのですけれども、あまり

出てこないのです。逆に言うと把握する方法がすごく困難なのではないかというのが推

測されていて、多分データをとりたくてもとりづらいのだろうなと。難病に至っては保

健所や衛生統計に当たらない限り、それでかつ、手帳をとっていない人という探り方を

しない限り見つからないだろうなと思います。そういう意味での通常のこういう計画策

定のときに基礎データをとりたくてもとれない、手帳の対象になっていない領域をどう

するかというのはずっと懸案かなと思って聞いていました。場合によってはデータに反

映できるかどうかは別としても、今、発達障害の方々の問題というのは確かに社会的に

大きな課題ですので、従来の仕組みでの対応の難しさは多々指摘されていますので、そ

ういったあたりは場合によっては関係者からのヒアリングとか、そんな声をとりながら

やっていく手法もちょっと検討していく必要があるのかなと思ってはいます。  

 多分国の統計もそうなのですけれども、絶対三障害で来るのです。例えば難病、発達

障害、もうちょっというと高次脳機能障害あたりになってくると、深刻さは指摘される

のだけれども、データとしてはどうも上がってこない。だから、多分データ的に把握が

相当に困難なことが予想される領域なのだろうと思われますので、今後もそのことに関

しては結構工夫が必要かなと思って聞いておりましたので、少しこういう三障害以外の、

手帳に上ってこない障害の方々のニーズとかそういうのはどういうふうに扱うかは今後

検討してみてください。  

 もう１つ、多分サービス意向調査を先般議論しましたけれども、あそこの中で多分難
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病とか発達障害というジャンルがあるかと思いますので、そのあたりのデータの使い方

も問われてくるのかなと思いました。  

 先ほどのやりとりを聞きながら思ったことですので、参考にしていただけたらと思い

ます。よろしいでしょうか。  

 あと就労絡みでいかがでしょうか。  

 

○宇田委員  

 今のデータのお話なのですけれども、子育て支援のシステムの中で早期に気になるお

子さんの支援が中野では始まっていると思うのですけれども、その中で発達障害という

疑いも含めて今度の調査には入っていると思いますけれども、疑いも含めて診断を受け

たお子さんたちの数というのは、もうほぼ高校生レベルまでは把握できるのではないか

な。それがこの１０か年計画の中でいくと、その子たちが２０代後半になっていきます

ので、その時期には恐らく区固有の統計データが出てくるのではないかなと思うので、

その辺もかみ合わせて検討していただけるとありがたいなと思います。  

 

○小澤部会長  

 私から言うのも何なのですが、多分医学データは結構プライバシーのハードルが非常

に高いので、診断というのは把握しづらいかなと思います。もしそういうデータが発表

されれば大変有効に活用できると思います。  

 

○宇田委員  

 当然保護者が了解していて、診断名をいただいたケースになるのではないかなと思い

ます。  

 

○小澤部会長  

 データが区レベルでどうかなという心配はありますけれども、その可能性があれば検

討すべきだと思います。要するに手帳データとか区の福祉行政がとても把握しやすいデ

ータは比較的区として把握しやすいのですけれども、医学、医療データというのはなか

なか行政が把握しづらいところが多々あるのではないかなと。個人的にいろいろ思うと

ころはあるのですけれども、もしそういうデータがあれば、それは当然もともと診断に

よって把握せざるを得ない領域が多いので、それは検討すべき事項かもしれません。医

学や診断のデータは結構ハードルは高い感じはします。ですので、そのあたり少し検討

していただけたらと思いますが、よろしいでしょうか。  

 

○伊藤委員  

 ハードルの高さは私も感じるところで同じ意見です。ただ、どうしても支援の方法が

異なってくると思いますので、中野区としてはそういった支援の方法にも少し目を向け

た仕組みとかシステムづくりというところでわかりやすい提示ができたほうがよりいい

のではないかなというところでは、最後の課題のところで「就労支援の強化を図ってい

く必要がある」とあるのですけれども、もう少し踏み込むとすれば、そういった障害の

それぞれの特性に応じた仕組みづくり、システムづくりというところを目指すのだとい

う課題も少し盛り込んではどうかなと考えます。  

 もう１点は、特別支援学校は好事例がたくさん、先ほどのインターンシップなんかも

含めて地域とかも乗り合いでいろいろないい好事例もあると思うのですけれども、これ

から通常の高等学校なんかも含めてそういった好事例を少し探っていくことも必要では

ないかなと思います。  
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 私、文京区の筑波大学附属の特別支援学校に勤めていたので、文京区のそういった例

はあるのですけれども、今現在の帝京平成大学はすぐ近くにありますので、学生たちも

含めてそういったことにとても積極的な若い学生がたくさんいるわけですので、そうい

った好事例をつくっていくという視点も必要かなということで、何らかお役に立てるこ

とがあれば、また話し合っていけたらいいなと考えました。以上です。  

 

○小澤部会長  

 ありがとうございました。いろいろと今後の計画づくりで必要な障害特性をどう見て

いくかとか、今までなかなかデータとして、福祉データとしては扱いにくかった問題を

どうやって、やっぱりもうそろそろこの時期ですので、そろそろきっちりと捉えていく

にはどうしたらいいかとか。あと、先ほどの好事例の話も、特に教育もかなり裾野が広

くて、私もよく聞くのは、最近は短期大学や大学も巻き込んで支援の必要性の高い方が

大量に入学している実態もございますので、そんなことも含めて就労支援という、それ

をつくり出していくというのが、そろそろそういう時期なのかなと思っております。今

日は幾つか要望というのでしょうか、意見も多々出ましたし、アイデアも出ましたので、

今日の時間帯ではとてもおさまりそうもない気もしましたので、今後またいろいろご意

見を出していただければ、事務局のほうで整理した上で、ぜひ質の高い計画に反映させ

たいと思っております。  

 時間の都合で、このぐらいで一応就労支援に関しては打ち切ります。また、後でまと

まった時間がとれれば、その時間帯で改めて戻りたいと思いますが、各論の２つ目がま

だございまして、これも結構大きな課題でございます。それは「中野区における権利擁

護について」ということでございます。これも事務局の説明を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）  

 それでは、資料３－１の「中野区における権利擁護の取組」というところで説明をさ

せていただきます。  

 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本方針といたしまして、障害を理由とする

差別の解消の推進、障害者等に対する虐待の防止、権利擁護の取組について示されてお

ります。この３点についてご報告申し上げます。  

 まず「障害者差別解消の取組」でございますが、平成２８年４月１日に施行されまし

た障害者差別解消法に基づきまして、国及び地方公共団体には障害を理由とする不当な

差別的取り扱いの禁止と障害者への合理的な配慮が義務化されております。民間事業者

には障害を理由とする不当な差別的取り扱いの禁止が義務化、障害者への合理的配慮に

ついては努力義務となっております。  

 中野区の取組といたしまして、職員対応要領の策定を行いました。意見交換会及びパ

ブリックコメント手続を実施し、広く区民の意見を反映した上で作成しております。  

 ２番目でございますが、「中野区における障害者差別解消に関する相談体制」というこ

とで、申請手続、受付手続、その他いろいろな障害者差別解消に関するご相談がござい

ましたらば、第１次窓口として担当分野でまずお聞きする形になっております。また、

その分野におきまして解決できない相談でございましたらば、第二の相談窓口として健

康福祉部福祉推進分野が相談窓口となりまして、障害者差別解消検証会議を実施するこ

とになっております。その案件に対しまして区の職員、管理職になりますけれども、政

策室長、経営室長、健康福祉部長、教育委員会事務局次長の検証会議委員などが委員と

なりまして、その事案を検討し、必要があると認められるときには担当所管において速

やかに是正措置、再発防止などを行うように通知するシステムになっております。  

 ３番目といたしまして、中野区障害者対応基本マニュアルの策定を行っております。
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お手元にも対応基本マニュアルはお配りさせていただいておりますけれども、こちらの

マニュアルにつきましては、各分野において特性にあわせたマニュアルをさらに改定し

た形でつくっていただいております。そのほか職員研修ですとか区民向けの啓発事業な

どを実施しておりまして、また、各分野における合理的配慮の提供の事例収集なども毎

年四半期ごとに事例を収集して調査しているところでございます。  

 今後につきましても（仮称）障害者差別解消審議会（第三者機関）の設置を検討して

おりまして、私どもの取組が決して偏ることのないよう第三者の視点から評価をいただ

きまして、ご意見を求めるような機関を設置していきたいと考えております。  

 また、２番目としまして障害者差別解消支援地域協議会ということで、行政において

設置することができるとなっておりますので、平成２７年度から自立支援協議会におい

ても差別解消部会の設置について検討したところでもございますけれども、今年度につ

きましても引き続きその設置について検討していくところでございます。  

 おめくりいただきまして、「障害者虐待防止の取組」についてでございます。中野区に

おける障害者虐待の状況でございますけれども、２４年度から２８年度にかけまして、

通報件数は年々減ってはおりますが、特徴といたしまして、施設従事者等による虐待通

報・届出がふえている状況がございまして、こちらは全国的にもそのような傾向がある

のですけれども、今後も相談対応、再発防止等に努めていきたいと考えております。  

 中野区における障害者虐待対策支援事業といたしまして、障害者虐待の相談支援の体

制は、障害福祉分野が虐待防止センター機能を担い、４すこやか障害者相談支援事業所

を通報・届出機関として設置してございます。また、障害福祉分野においては障害者虐

待専用ダイヤルを設置しておりまして、２４時間障害者の虐待の対応を夜間、休日も行

える体制にしているところです。  

 障害者虐待防止啓発事業としまして、パンフレットの作成なども行って、またセミナ

ーなども開催しております。  

また、「今後の課題」というところでございますけれども、緊急一時保護先の確保と

いうところが１つの課題でございます。現在設けられておりますのは知的障害者の方が

対象になっておりまして、身体障害者の方や精神障害者の方が虐待を受けた折に一時保

護施設としての整備がまだされておりません。今後、整備されるとすれば、地域生活支

援拠点等においてこうした機能を確保したいと考えておりますけれども、こちらはその

１つの課題になっております。  

 また、障害者施設の従事者の専門性と質の確保というところで、施設従事者による虐

待防止対策として、障害者福祉サービス事業所に従事する職員の専門性と質を確保する

ために研修や人材育成、虐待防止対策のチェックなどについて研修などの参加促進を行

っていきたいと考えております。  

 おめくりいただきまして「成年後見制度の取組」についてでございます。成年後見制

度の利用促進というところで、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の必須事業

として、成年後見制度利用支援事業が実施されることになっております。中野区におい

ても知的障害者及び精神障害者に対して成年後見制度の利用を支援することにより権利

擁護を図ることを目的として、成年後見制度の申立てに要する経費や、後見人等の報酬

等の費用助成を行っております。  

 区長申立てといいまして、親族等がいらっしゃらない方でどうしてもという方に関し

ての援助・助成をしているところでございますが、２８年度につきましては精神障害者

の方が２件、２７年度に関しては知的障害者、精神障害者の方が各１件となっておりま

す。  

 過去５年間の申立て事例がその表にあるところでございますけれども、障害状況とし

ましては、愛の手帳１度の方が１人、２度の方が５人、手帳なしの方が１人、全て後見
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というところで、７人中６人の方が施設入所者というところで後見の申請が出ていると

ころでございます。  

 ７ページに関しましては、精神障害者の方の成年後見制度の申立ての状況でございま

すけれども、いずれの方も入院中に申立てを行ったものになっております。そういうこ

とで精神保健福祉手帳も所持していなく、全て後見制度というところで５０代、６０代、

７０代とやはり親亡き後の支援というところでの後見制度の導入が今後も課題になって

くるところだと考えられます。  

 （２）は成年後見費用の助成制度を設けているところで、書かせていただいていると

ころです。また、成年後見制度の利用支援等につきましては、今後につきましても広く

成年後見制度の利用の理解促進を図るためにもセミナーの開催ですとか、区民の方々に

も広くご理解いただけるような周知セミナーなども今後していきたいと考えておりまし

て、成年後見制度の普及啓発事業について取組を推進していきたいと考えているところ

です。以上です。  

 

○小澤部会長  

 ありがとうございました。権利擁護ということで、中身に３つ柱がありまして、また

それぞれが大きな柱なのですね。まず１点目の柱は、障害者差別解消法に対してどうい

うふうに体制を構築していくのかということです。２点目の柱は、これは障害者虐待防

止法絡みで、この間の体制や今後のあり方に関する検討ということでございます。３点

目の柱は、成年後見制度でありまして、これに関しても今後検討しなければいけない結

構大きな課題も多々あるということで、実は３つの大きな柱立てになっているのが権利

擁護のところです。  

 実際、障害福祉計画に盛り込む事項としては、国の指針でいえば、付随すべき事項と

いう扱いだったかと多分思います。ですけれども、かなり意識しなければいけないとい

うことで、こちらのほうでも２番目に各論として取り上げさせていただき、私から言わ

せるとさらに３つの各論がありまして、果たしてこの時間で審議が終了できるかという

心配は持っているのですけれども、とりあえず本日、できる限り意見をいただきまして、

また質問もいただいた上で、今後反映させていきたいと考えております。  

 先ほどと同様に３０分程度の意見交換の時間は用意できますので、よろしくお願いし

たいと思います。まず質問事項でも構いませんので、３つの柱、順番はそんなに意識せ

ずに、ここのところがわかりにくいとか、ここのところの説明をもう少しということで

も結構でございますので、よろしくお願いしたいと思います。いかがでしょうか。  

 

○伊藤委員  

 ご説明ありがとうございました。最初の合理的配慮のところで、（６）の各分野におけ

る合理的配慮の提供等の事例収集ということなのですけれども、これは四半期ごとに調

査及び周知をしているということなのですが、これはどういった形で周知をされている

のかということで、事例集などがあってそれを配付して周知しているのかということと、

どのように収集しているのか。今、いろいろな情報が集まってくるところで、四半期ご

とということなので時期的には妥当だなと思うのですが、それを周知するのにはどんど

ん新しく、そういったものを出していかなければいけないのかなと思っていて、その現

状がどうなのかなということをお伺いしたいと思っています。  

 それから、障害者虐待対策支援事業のところの今後の課題の（２）の障害者施設従事

者の専門性と質の確保というところで、「行う必要がある」と、本当にそのとおりだと思

うのですが、これについては少し踏み込んでそういった研修の回数であるとか、シラバ

スであるとか、プログラムとかそういったことを明確にして、これだけのことはしっか
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りと研修してもらわなければいけないのだということを明確にして示していく必要、盛

り込んでいく必要がないだろうかという、意見も含めてです。  

 それから、成年後見制度ということなのですが、私も教育現場は非常に長く、校長等

を長くやらせていただいたところで、本当に気になっているところで、課題のところで

成年後見導入は不可欠なケースになっているというその指摘は本当にそのとおりなので

すけれども、もう少し踏み込んで何をどういうふうに計画するのかということを今後し

っかりと示していくことが、中野区にとっては必要ではないかなと考えました。以上で

す。  

 

○小澤部会長  

 ありがとうございました。質問が入っておりましたので、３点ほど出ております。よ

ろしいでしょうか。では、事務局、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）  

 まず事例の収集についての方法ですけれども、区役所内の各分野に投げかけまして、

合理的配慮の提供ですとか差別的な対応をされたというお申し出があった場合について、

そちらを報告していただいているところでございます。昨年度からの取組でして、１年

間のまとめができたところでございます。今後、それをどのように公表していくかとい

うのはこれからまた検討していきたいと思っております。  

 あと、研修の取り組みについて、あと成年後見制度の取り組みについても貴重なご意

見ということで、計画を進める中でまた考えていきたいと思います。ありがとうござい

ました。  

 

○小澤部会長  

 ありがとうございました。収集した後、どういうふうに情報に変えていくか。これは

中野区というか、例えば既に条例があるところではどう取り組んでいるかとか、千葉に

至っては１０年の蓄積がありますし、その他ここ２、３年条例をつくられている都道府

県や市町村、あるいは区があるかどうか、区市町村を含めてかもしれません。そういっ

たところを少し参考にしながらどんなことをやってきたかというのは１つ参考例になる

かなと思って聞いておりましたので、検討していただけたらと思います。  

 あと、研修の問題も非常に重要なので、虐待、特に施設内虐待に関するさまざまな研

修は、国のほうでも、例えば国立のぞみの園を中心とした研修等いろいろ出されてはい

ますよね。ああいったところを少し参考にすれば、中野区独自の研修のプログラムとか

でも検討できるのではないかなと思って聞いておりました。私のほうから少し付加させ

ていただきましたけれども、よろしいでしょうか。  

 ほかにいかがでしょうか。  

 

○中村委員  

 差別解消にしても虐待防止にしても、そこにかかわっている人たちはある程度学習す

る機会もありますのでしっかりやらなければいけないというのは当たり前のことなので

すけれども、障害のある人たちの生きている場所というのは当然こういう施設であった

り、公共の場であったり、いろいろなところがあるのですけれども、とにかく社会のあ

らゆるところで障害のある人たちも生活していくわけですよね。そうすると、国民や区

民の人たちがこの法律のことをどれだけご存じなのかという意味では、非常にまだまだ

浸透していないなと思っていて、やまゆり園の話ではないですけれども、教育とか我々

が支援者の専門性と質の確保をするということと同時に、やはり障害がある人たちの人
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権とか命の大切さというものをちゃんと知ってもらうというか、周知していくというの

が公共機関としては重要な役割を持つのではないかなと思っています。したがって周知

の仕方とか区民への啓発事業の問題については、もう少し力を入れてやっていただけな

いかなと思います。  

 それから、成年後見制度なのですけれども、全国的に利用促進という言い方をされて

いるのですが、あまり進んでいないですよね。使い勝手が悪いのか、進まない理由が別

にあるのか、いわゆる成年後見制度を利用することによって、逆に人権が侵害される仕

組みになっていないか。この間新聞に出ていたのは、公務員で働いていて成年後見を利

用したと同時に、公務員として働けなくなったということが事例として出ていましたよ

ね。だから、使いにくい制度の欠点みたいなものがあるとしたら、やはり中野区として

も改善に向けてちゃんと意見を上げていくと。そういうところまで踏み込まないとなか

なかこれは進んでいかないのではない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。１点目の周知の仕方や啓発活動に関して、ぜひ強化をして

いただきたいなと私も思っております。私、立場的に言うと実は東京都の差別解消協議

会の委員長なものですから、いろいろな委員会で中野区のほうで先駆的な事例があると

大変ありがたいので、個人的な立場でもそういう思いはございます。よろしくお願いし

ます。  

 あと、２点目の話は、僕も補足したい話がありまして、この資料の中に成年後見制度

で重要な成年後見制度利用促進法という法律が昨年国会で成立しているのです。そのあ

たりもうちょっと意識されたほうがいいかな。もちろんその法律自体中身は大したと言

っては失礼ですけれども、そんなにすごいことを言ってはいないのですが、ただ、事実

認識としては後見類型が圧倒的に多くて、補助・補佐ともうちょっとその方の制限を緩

くしてあるものに関する利用が非常に少ない現実とか、あと使い勝手の悪さと今、中村

委員が指摘していましたけれども、かなり厳しいですね。圧倒的に後見類型しか使われ

ていないという話とか、やっぱりそういったところは利用促進法の成立した意図も、使

い勝手のいい後見制度の、場合によっては補助・補佐類型の促進とか、そういった問題

も潜んでおりますし、それから後見人のほうも、例えば市民後見人みたいな、ある種プ

ロフェッショナルとは違う意味合いでかかわれるような広がりとか、そんな話も一応法

律の審議の中で検討されましたので、そのあたりの資料があったほうがよかったと思い

ます。この話の本当の問題性がどこにあるのかというのはちょっとわかりにくかったの

ではないかなと思いましたので、プラス補足させていただきました。  

 私のほうが先取りして言ってしまったのですが、事務局のほうで何か今のご意見に関

して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）  

 差別解消推進法につきましては、昨年度マニュアルの紹介をしたということと、「男は

つらいよ」というバリアフリー映画を上映いたしまして、９０人ほどの区民の方に参加

していただきました。また、区役所の垂れ幕で広く周知も行っておりますが、大きなキ

ャンペーンだけではなく、日ごろ目にとまるような周知の仕方をしていくことも必要な

のかなと思っているところでもございます。  

 また、成年後見制度につきましては、その辺のことを盛り込んでいきたいと思います。

ありがとうございました。  

 

○小澤部会長  
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 ほかにいかがでしょうか。お二方。市野委員、その後森本委員という形で。では、市

野委員、よろしくお願いします。  

 

○市野委員  

 ５ページの今後の課題の「緊急一時保護先の確保」というところなのですけれども、

この緊急一時保護というのはやまと荘とかやよい荘のことかなと思うのですけれども、

緊急一時は緊急ばかりではなくてレスパイトでも利用できるということで、利用者が非

常に詰まっている状況であるということをよく聞いております。こういう本当に緊急の

ときに利用できないという話を聞きますので、例えばそういうレスパイトの方に緊急の

ときにはどいていただけるとか、何かそういうことが必要なのかなと思います。  

 あと、身体、精神の居室がないということは以前から多分要望でも出ていたと思うの

ですけれども、医療的なケアが必要な方ですとか、そういう方のこういう緊急一時的な

ところが確保できれば、これは要望になってしまうかもしれないのですけれども、今後

の課題としてあると思います。  

 あと、成年後見制度なのですけれども、制度的なものは皆さん、どういうものがある

かということはわかっていると思うのですけれども、具体的にどういう制約があるのか

とか、どういう利点があるのかということが全く、そこまでよくわかっていないという

ことと、進まない一番の理由というのは、よく世間に出てくる後見人に財産を横領され

てしまったということが多分、皆さんそれが一番頭にあるので進まないと思います。あ

と、制約の部分とかそういうものもはっきりと明記して、周知できればなと思いますが、

そういう点を今後どのように周知するのかなというところが一番問題かなと思います。  

 

○小澤部会長  

 ありがとうございました。ただいま要望及び意見、あるいは周知ということですが、

もし、森本委員もご意見やご質問が重なっていれば先にお聞きしますが、どうでしょう

か。  

 

○森本委員  

 違います。  

 

○小澤部会長  

 では、ここでまず切ります。そうしたら、事務局のほうで緊急一時保護のことに関す

る要望・意見と承ったのですが、地域支援拠点の話も一部記載されているので、ぜひこ

こはきっちりとこの審議会としても出していけば、計画の中で盛り込んでいく可能性も

高いと思います。まず１点目、２点目で何かコメントがあればと思います。  

 

○稲垣健康福祉部副参事（障害福祉担当）  

 緊急一時保護先としましては、やまと荘、やよい荘になります。ただ、地域生活支援

拠点施設に関しては江古田三丁目について事業所を募集している最中でございまして、

本当にこの計画ができ上がるころに拠点施設ができ上がることが決定しているといいな

と私も切に願うところであります。その辺のところの施設の抽出というところではなさ

れていくといいかなと考えているところです。  

 

○小澤部会長  

 ２点目は成年後見制度の理解と僕は受けとめたのですけれども、結構ネガティブな捉

え方を一般の方々はしていたりと、現実、制約も存在していると思うのですけれども。
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そういったあたりで何か周知といいましょうか、そういったことに関して何かあります

でしょうか。  

 

○稲垣健康福祉部副参事（障害福祉担当）  

 成年後見制度につきましては、社会福祉協議会の成年後見センターが中心でいろいろ

事業展開しているところでございます。確かに使い勝手の問題や不信感など指摘される

こともございますが、実際単身の精神障害者など財産のある方の場合、成年後見制度が

あることによってその方の生活が維持されるところもありますので意義がある事業と考

えております。  

 

○小澤部会長  

 そういった情報を一般の区民の方にいかに広げていくかというのが、多分要望の中身

に入っていたかと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。  

 そうしたら、森本委員、よろしいでしょうか。  

 

○森本委員  

 質問です。権利擁護の取り組みの、最初の差別解消のところですけれども、私、さっ

きも言いましたが企業も同じような取り組みをしていまして、どういうふうに高齢者の

対応と障害者の対応それぞれ、これは法改正があったりいろいろしていますものですか

らやっていますけれども、まずその前提として、我々でいうと、お客さんの声をきっち

り集めるというのが一番重要で、お客さんの申し出をきっちり把握して、それに対応し

ていくとこういう苦情というのですか、申し出になる前に解消されていくというのが本

来の姿だと思います。  

 質問は、中野区で区民の方からのいろいろなご要望だとか声なき声というのですか、

それを集める仕組みと、それを踏まえて対応していく組織の中のＰＤＣＡはどういうふ

うになっているのかというのを教えてほしいなと思います。  

 

○小澤部会長  

 今の話は、差別解消法が例えば苦情申し立てとかそんなイメージでいってよろしいで

すか。  

 

○森本委員  

 その苦情申し立てまで行く前です。例えば区民の方からこんなことはどうなのでしょ

うと聞いたときに、その声が区の職員の方から１カ所に集まるような、そういう仕組み

というのはあるのですか。  

 

○小澤部会長  

 わかりました。もっと裾野の広い、苦情というレベルではないレベルの声を吸い上げ

るような仕組みはどうなのか、そういうことですね。わかりました。  

 これ事務局のほうで何かお答えがありそうであればお願いします。  

 

○森本委員  

 もしなければ、そういう仕組みがなければ仕組みを作った方がよいと思います。  

 

○稲垣健康福祉部副参事（障害福祉担当）  

 例えば一般的に区民の声という制度がございます。区に対する要望やご意見を集めて
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いるものです。それはメールでも手紙でも、ポストもございますので、それは広く区民

に周知されて、必要に応じて対応所管の分野が回答するというシステムになっておりま

す。  

 

○森本委員  

 そういうのは、例えば障害にかかわる部分だけが集まってくる、そういうのはありま

すか。  

 

○稲垣健康福祉部副参事（障害福祉担当）  

 今回、障害者差別解消法の取組としまして、先ほど申し上げたような事例収集、各分

野が障害を理由とする不当な差別を感じたこと、例えば段差があって車椅子は道路がな

かなか使いにくいとか、そういう声に関して各所管の分野で承った折にはその事例につ

いて障害福祉分野のほうで四半期毎に事例を集める仕組みがあります。  

 

○小澤部会長  

 差別解消法絡みですと、今、条例をつくろうとしている市町村のさまざまな情報を聞

くと、東京都も実はその１つなのですけれども、苦情対応をどうするのかというのは深

刻な検討事項の１つです。場合によっては、非常に裾野の広い声というと多分区民の声

とか、よく市民の声とか、あるのですけれども、どうもあまり広いとありとあらゆる話

が入り込んでくるので、場合によっては差別解消絡みに限定するのもよいかと思います。

既に先行的に条例をつくられている千葉、茨城というのは、情報が行くと、苦情申立て

窓口がもっともかなめになっています。そこにありとあらゆる、かなり幅広い話が持ち

込まれてきて、そこで果たしてこれが本当に差別になるのかどうかの検討とか、吟味を、

そういった窓口セッティングをしているところではやらざるを得ない。ところが、その

窓口セッティングというのはかなりそれ専用の窓口にしないといけないので、なかなか

通常の行政でやれるかというのは、相当深刻な課題にはなっています。そういったさま

ざまなほかの地域を参考にしながら、中野区でどういうのが一番いいのだろうかという

のは、今後差別解消の審議会の設置だとか地域支援協議会の設置だとかいうのが議題に

入っていますので、その中で検討せざるを得ない課題かなとは思っております。よろし

いでしょうか。  

 ほかにいかがでしょうか。  

 

○松田委員  

 権利擁護の取り組みとしてこの３つというのは、法律面のことということですし、そ

のとおりだと思っているのですけれども、ちょっとそこから外れるもので、私のところ

は精神障害者の地域生活支援センターをやっていて、そこにある質問があったのですけ

れども、俗に言うアドボケイト。ご本人の言いたいこととか、ご本人の主張を代弁とい

うかお手伝いしてくれる、そういった機関はありますかという質問が来たこともあるの

ですけれども、ありそうでないというのですか。でも、これはしっかりと僕はつくって

いかなければいけないのかなと思っています。  

 例えば具体的には、録音しているから言いにくいですけれども、生活保護を受けたい

といったときに、１人で行ったらけんもほろろに落とされてしまうということは多々あ

ることで、そういったときに一緒に行ってもらいたいといったときに、行ってくれると

ころはどこがあるのかなと思うと、ちょっと微妙というか、少なくとも私が知っている

限りでは、あそこは行ってくれますよというところはないのです。そういったところも

この権利擁護といった場合には、考える視点があるのかなと思っています。以上です。  
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○小澤部会長  

 オンブズパーソンとか代弁するアドボケイターをどうするかというのは、かねがねも

っと幅広い意味で結構検討されておりますので、今回の権利擁護というジャンルの中に

うまく入り込むかどうかというのはちょっと検討の余地はあるのですけれども、大事な

指摘事項だと思います。  

 社会保障審議会でも実はこの場面で出てきた記憶が残っていて、親亡き後のライフプ

ランの代弁機能、さまざまな付託された方がきっちりと取り組まなければいけないので

はないかというのが、社会保障審議会の高齢という領域の親亡き後というあたりの報告

書の審議事項に一部かんでおります。純粋に権利擁護とか後見という話に行く前に、も

っと大きな課題が潜んでいるのでというのでやっぱり出てきました。  

 今、純粋に制度に乗らないソフトの部分はどうするのかという指摘事項はとても重要

な事項だと思います。今回の福祉計画にどういう感じでその話が盛り込まれるかどうか、

私も事務局もまだこれから検討すべき事項だと思いましたけれども、大事な指摘事項と

受けとめたいと思っております。よろしいでしょうか。  

 

○上西委員  

 障害福祉計画に載らないことなのでどうしようかなと思いながら日ごろのことを思っ

ていたのですけれども、今の話でちょうど成年後見制度がどうして広がらないかという

のは、やはり知的障害・精神障害・身体障害の方、それぞれに理由があるのではないか

と思います。知的障害の分野に、私のところはグループホームを何カ所も持っておりま

すので、親御さんも高齢化して、お子さん自体が家とか、あとは通所施設のところで具

合が悪くなって行ったら、何千万も家の中に現金がたんす預金であったとか、いろいろ

な実例のところがございます。  

 そのとき１つずつ処理しながら、成年後見制度の大切さをしみじみ感じておりまして、

事例のところを挙げながら全体の保護者会、それから懇談会のところで開きながら、私

たちが１つ１つ、親として準備しなければいけないこと、後見に対しましては、施設が

用意したりすることは不可能な部分もございまして、１件１件のご家庭が自分のおうち

のライフプランを考えながら、兄弟姉妹がいるいない、どなたに託したいということも

あった上で、自分の老後も考えつつという大きなテーマになります。  

 そういうことを思いますと、本当に今の成年後見制度の利用促進のいろいろな話でい

いのだろうかと。幾ら後見はどうです、補佐はどうです、申請の仕方はどうですと言っ

てもなかなか広がらないということもありますので、計画とは本当にずれてしまうので

すけれども、それぞれの障害分野において広がらない、でも、やっぱり考えておかなけ

れば、その方を守れないというものを進めていただければありがたいなと思っておりま

す。  

 ちょうど私のほうも何千万のお金が、ひとりっ子さんで使い切れないお金がある方は

物すごく財産管理は必要だと思います。また、生活保護の方を年金の中でグループホー

ムでお預かりしていて、その中でも成年後見制度の費用が出せるのだろうかという方も

実際いらっしゃいます。その中で、この成年後見の助成制度があるというのも、勉強不

足で初めて知ったようなものでございました。必要な方はまだまだたくさんいらっしゃ

ると思いますので、これはどんどんと進んでいただければと思います。ですので、もし

かしたら３パターン、全然お金がなくて、本当にこの助成をいただきながら進めていか

なければいけない人、本当に財産のある方。それから中途半端なところというのは失礼

な言い方ですけれども、本人の障害が重ければ重いほど、本人がどう暮らしたいかとい

うことをキャッチできる人というのは、突然ついた成年後見人では無理だと思います。
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チームのところでその方を自己決定できるようなシステムづくりがなければ、親は安心

して託せませんし、私も財産家の方ではありましたけれども、ひとりっ子になったとき

に、親御さんが１人になったときに、権利擁護センターのほうで成年後見人をつけてい

ただいたケースがございました。そのときに、そのお母様が、突然降って湧いた成年後

見人を見たときに、非常に不安そうな顔をなさっていたというのは、心に残っておりま

す。  

 そのうち５、６年して、お母様自体は痴呆になって、今はその成年後見人の方が主に

なって彼を守っていただいているので、あのときに勇気をもってつけてよかったなと思

います。何年も自分の起こした行動に対して、どうしていいのかなということも考えて

おりました。ですので、国が定めたものだし、進めていいとは思いますけれども、そう

いう親自身の、それからご本人自体の不安をなるべくとっていってもらえるような成年

後見制度をつくっていただけたらと思っております。もちろん本人としても親としても、

そのことについて、今年度進めております。  

 それから、ライフプランに関しましては、どんどんといろいろな制度がございますの

で、全部のネットワーク、いろいろなものを含めながら信託銀行であったり、後見制度

であったり、そういうものを全部含めての本人の生活をどう守るのかみたいなところの

視点も民間のレベルでは必要かと思っております。  

 それから、虐待防止の取り組みのところですけれども、養護者、施設、使用者となっ

ておりますけれども、非常に障害を持った人たちの生活というのは限定されております。

確かに養護者、施設、使用者が多いですけれども、この人たちとしか接していないとい

うのが障害者の世界です。ですので、先ほどからご意見いただいているみたいに、区民

の方のさりげない地域の中での支援というのもこれからどんどん促進して、当たり前の

ように生活できるようなシステムをつくっていただければ幸いかと思います。  

 施設従事者の専門性と質の確保というのも、通所施設やいろいろなところを運営して

おりますと、これは国のほうからも調査票などで嫌になるほど、何回やりましたか、ど

んな内容をやりましたか、研修はどうでしたか。必ず聞かれます。ですので、回数計画

も行政のほうとしては必要かもしれませんけれども、これもただ本当に虐待をしてはい

けませんとか、ただの専門性ぐらいのことではちょっと進まない。これもまた福祉計画

とは随分ずれた現場の声になりますけれども、そこのところのチェックとか参加促進で

は済まない。あとは行政がつくる研修内容ももう少し精査して、進めていっていただけ

ればと思っております。ただの意見になりまして申しわけありません。  

 

○小澤部会長  

 ありがとうございました。障害福祉計画の第５期計画は、従来型の定められたサービ

スに対する数値目標という従来型の部分もあるのですが、実は策定指針の中を見ると、

付随すべき事項がありまして、その中に権利擁護がかなり色濃く記載されております。

ただいまいただいたご意見は、権利擁護の部分は本体の数値目標をベースとしたそうい

う計画論とは別のところで、その前にかなり基盤にかかわる事項と思われるのです。そ

もそも計画をするもしないも基盤がしっかりしていないと。だから、権利擁護のところ

はそういう形で別途記載事項をつくり上げていくかなというのが国の指針でもあるので、

多分今いただいたご意見は、この３つのテーマの中で制度になかなかなじまないけれど

も、現実的に非常に深刻な課題が潜んでいたりとか、あるいは現実的にはこういうふう

にさまざまな制度にいく周辺の支援をどう考えるのかみたいな話をベースにしながら計

画に盛り込むことは可能だと思っております。そういうことも含めて障害福祉計画には

なっております。大変貴重なご意見、ありがとうございました。  

 この権利擁護や就労のところは、相当難しい課題がいっぱい潜んでおりますので、今
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日だけではとても済まないなと思います。その後、事務局にもしお気づきの点とか、あ

るいは通常の制度からはなかなか漏れているような話とかあれば、ぜひお声を寄せてい

ただきたいなと思っております。  

 それから、事務局にお願いなのですけれども、この権利擁護絡みは中野区だけで考え

ても難しいので、例えば既に条例があって、ある程度蓄積があったりとか、あるいは他

の地域で、他の自治体でどんな取り組みが先駆的になされているのかは、情報として把

握しておいたほうがいいのではないかと思いますので、ぜひそのあたりも必要があれば

情報把握もよろしくお願いしたいと思っております。よろしいでしょうか。  

 まだまだ尽きないとは思うのですが、もう９時３分ぐらい前になってしまいました。

本日の課題に関しましては、場合によってはさらにご意見を寄せていただいて、最終的

には全体を通して審議し、どういう形にしていくのかという機会も持っていきたいと思

います。ぜひまた事務局に要望とかご意見、アイデア、あるいはほかの地域でこんなこ

とをやっていますよとか、皆さんが活躍している領域の中でこういう情報があるのです

よとか、こういう実践例があるのですよという声がありましたら、ぜひ事務局のほうに

寄せていただければ、それも踏まえて検討したいと思っております。  

 以上で、本日の議題は終了になります。あと、事務局のほうからの連絡事項ですが、

よろしいでしょうか。  

 

○事務局  

 前回と同様ですけれども、駐車場ご利用の方がいらっしゃいましたら、出口のところ

でスタンプを押させていただきますので、よろしくお願いいたします。また、次回の日

程ですけれども、６月９日金曜日になります。よろしくお願いいたします。  

 

○小澤部会長  

 では、次回まで若干時間はありますから、中野区の地域包括ケアシステム推進プラン

を必要でしたら持ち返って、ご自宅で読んでいただいて、果たしてこれは何を言ってい

るのか、それから果たしてこちらの議論とどのぐらいかみ合っているのか、あるいはか

み合わせなければいけないのかということがあれば、適宜で構わないと思いますのでご

意見いただければ大変ありがたいと思います。以上です。よろしくお願いします。  

 では、本日はこれで終了したいと思います。  

――了――  


