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第８期中野区健康福祉審議会  障害部会（第４回）  

 

開催日    平成２９年６月９日（金）午後７：００～９：０５  

 

開催場所   中野区役所７階    第５・６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（福祉推進担当）  岩浅  英樹  

 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  

定刻になりましたので、第４回障害部会を始めます。限られた時間ですので、ぜひそ

の時間を有効に活用したいなと考えております。  

まず最初に私からの挨拶になっているのですけど、基本的には、限られた時間と限ら

れた回数の中で、障害福祉計画と第１期障害児福祉計画の策定ということで完全に使命

がはっきりしておりますので、最善のものをつくり上げると、これに尽きるかと思いま

す。  

全体会でまた全体の調整が入るかと思うのですけれども、この部会におかれましては、

ぜひ障害の成人と子どもさん。場合によっては障害のある高齢者の問題も視野に入れな

ければいけないのですが、そういったことを含めて、多角的に審議をしていきたいと思

っています。  

そうしましたら、まずは事務局より配付資料の確認ということ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  

 事務局の田下と申します。よろしくお願いします。私からは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３点ございます。資料４－１、資料４－

２、資料４－３の資料です。  

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４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
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ってございます。その配付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。  

まず事前配付の資料です。資料１、資料２は２－１から２－３までございます。そし

て資料３がございます。資料４が本日机上に配付させていただいた資料です。資料４は

資料の４－１から４－３までございます。  

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

の資料で参考４、５、６、７につきましては、机上に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、次回以降ご用意させていただきます。  

本日は第２回障害部会の際の配付資料４をお持ちいただいているかと思います。そち

らの資料もあわせてごらんいただきますようお願いいたします。  

資料は以上でございます。皆さんおそろいでしょうか。資料の確認を終わらせていた

だきます。  

 

○小澤部会長  

 資料の確認ということでございまして、よろしいでしょうか。そうしましたら、本日

の審議に入っていきたいと思います。  

本日は、１つの審議事項でして、これは結構内容が多岐にわたっていますので、この

議題を中心に審議するということです。障害児支援の提供体制の整備です。  

今回、第１期障害児福祉計画というところで、この計画は前例があまりないという中

でつくりますので、その意味では非常に皆様からのご意見やさまざまなお考えを反映し

てつくるのが一番重要な事項だと思います。  

そうしましたら、まずは事務局から資料１の説明をよろしくお願いします。  

 

○神谷子ども教育部、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）  

 子ども教育部子育て支援担当の副参事の神谷と申します。実は急な異動がございまし

て、４月のときには落合という者が副参事でおりましたけれども、今回から私のほうで

担当することになりましたので、改めましてよろしくお願いいたします。  

では、資料１を説明させていただきます。こちらの資料、表題が「障害児福祉計画策

定に向けての基本的な考え方」とさせていただいておりますけれども、こちらにつきま

しては国の基本指針の基本理念等の中から障害児に係る部分について確認をいたしまし

て、その中で区としてこれから部会で検討を進めていただくに当たりまして、検討の視

点としてこういった柱立てをお願いしたいということで説明をさせていただくものでご

ざいます。  

まず左側に「基本指針における基本的理念」といたしまして、国の指針のうち、特に

障害児、子どもに係る部分について下線を引かせていただいております。最初の部分の

下線につきましては、「障害児及びその家族に対し、障害の疑いがある段階から身近な地

域で支援できるように、障害児通所支援及び障害児相談支援については市町村を、実施

主体の基本とし、障害種別にかかわらず、質の高い専門的な発達支援を行う障害児通所

支援等の充実を図る」とされておりまして、いわゆる専門的な相談支援の充実について

掲げられておるところでございます。  

また、次の下線につきましては、「障害児のライフステージに沿って、地域の保健、

医療、障害福祉、保育、教育、就労支援等の関係機関が連携を図り、切れ目の無い一貫

した支援を提供する体制の構築を図る」ということでございます。こちらにつきまして

は、より切れ目のない一貫した支援について書かれているものでございます。  
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また、最後の部分でございますが、「障害の有無にかかわらず、全ての児童が共に成

長できるよう、地域社会への参加や包容（インクルージョン）を推進する」。地域参加等

について書かれている部分でございまして、こういったところを受けまして、右側に柱

１、柱２、柱３と検討の視点を置かせていただいております。  

柱１につきましては、「関係機関と連携した切れ目のない一貫した支援体制」。そして

柱２につきましては、「専門的な支援の充実と質の向上」。そして柱３につきましては、

「地域社会への参加や包容（インクルージョン）の推進」ということで位置づけさせて

いただいておりまして、この関係性について裏面をごらんいただければと思います。柱

１の「関係機関と連携した切れ目のない一貫した支援」の部分については、すこやか福

祉センターを中心として、ライフステージごとにさまざまな支援、あるいは申し送りを

していく、トータル的なケアのもとになるものと考えてございます。  

また、柱２の部分につきましては、この矢印の下側に、障害児支援利用計画等を中心

としますさまざまな専門的な支援の内容について書かせていただいておりまして、こう

いった部分の質の向上ですとか、支援の充実といったことについて柱２と設けさせてい

ただいております。  

また、柱３につきましては、この矢印の上部に当たりますが、いわゆる子どもたちの

所属に当たる部分、あるいは一般施策に当たる部分、こうした部分での障害児の受けと

めといったことについて、図としてあらわせていただいております。  

これから議論を進めていくに当たりまして、こういった関係性を念頭に置きながら、

議論を進めていただければありがたいと考えてございます。  

説明は以上になります。  

 

○小澤部会長  

 ありがとうございました。本日の議論の進め方ですけれども、議題が１つということ

で、委員の皆様は１つの議題をどう審議するのかと思われると思うのですけれども、今

のご説明にありますように、障害児福祉計画はこれまでつくられてはこなかったので、

その意味でまず総論的なところがまず１つ必要だということで、今の触れたこの資料１

に関しましては、基本的な理念や総論に関する事項のご意見をお伺いしたいのが１点で

す。それ以降は、今、柱が３つほど提案されておりますので、この柱をお認めいただけ

れば、それぞれの柱に沿って、どういう考え方でこの計画を策定するのかといって、柱

ごとにご意見をお伺いするという段取りになっています。ですので、本日は合計４つの

テーマがあると考えていただいていいかと思います。  

 そうしましたら、資料１は、理念、総論に該当する部分なのですが、これに関しまし

て、何かご意見あるいはご質問ありますでしょうか。  

 

○森本委員  

これの図の見方ですけど、○の線の太さとその下の方形というのですかね、これ点線

になっていますけども、これ何か意味があって線が違うのですか。この矢印の下の太線

の線と。これはどういう意味なのですか。何で枠がとってあるのですか。  

 

○神谷子ども教育部、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）  

 こちらの枠については、専門的な支援といった枠組みとしての枠でして、柱２につい

て関連深い部分ということで点線にしてございます。  

 

○森本委員  
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 矢印の上下に個別の教育支援計画だとか、サービス等利用計画という計画があります

けど、一番左の丸には計画はないのですか。  

 

○神谷子ども教育部、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）  

 就学前の部分になりますので、個々にそれぞれの園で見立てによる支援がありますけ

れども、それが全体として学校に入りますと個別教育支援計画といった形での枠組みに

なっているということです。就学前には所属園等での計画としての位置づけのものはご

ざいませんでしたので、それが書かれておりません。  

 

○森本委員  

 わかりました。  

 

○小澤部会長  

 よろしいでしょうか。この図をぱっと見ると、一瞬確かに若干わかりにくさがあるの

で、ありがとうございました。多分、成長発達に基づく年齢の流れと、この矢印の下側

の計画がどちらかというと障害児（者）福祉に関する計画事項と、上のところは教育の

領域の計画事項と一応区分されているということなのですが、今のようなご質問もある

かと思いますので、最終的にはもうちょっとわかりやすいデザインを構築したいと考え

ております。  

 ほかにいかがでしょうか。  

 

○伊藤委員  

 この見方については、福祉計画と個別の教育支援計画ということで、教育の分野とい

うところではよくわかりました。柱の１のところにもかかわるのですが、「切れ目のない

支援」というところには、ここがまさにこのように分かれて示されているというところ

に課題があるのかなと感じました。  

これ、見方としてはよくわかるのですけれども、この利用計画、個別の教育支援計画、

それからサービス利用計画も連続して図示するような、そういった示し方というのは、

今後いかがなものでしょうかと。その切れ目のない支援というところの、まさに分かれ

ているなというのが見えてしまうというか、そういうところでの考え方としてはどうか

なと、感想も含めてなのですけれども、考えました。  

 

○小澤部会長  

 ありがとうございました。これ、今、図示の仕方の話とも関係しているのかなと思い

ます。よくカラー刷りなんかだと両方重なり合ったような色がついたりとかありますけ

れども、クリアに分かれてないような部分も用意された上でという見せ方も含めて検討

が必要かなと思って聞いておりました。これに関しましては、最終的には一般区民への

わかりやすさと、あと、今、言ったようなご指摘を踏まえて、さらに改善をしていこう

と考えております。よろしいでしょうか。  

ほかにいかがでしょうか。  

 

○中村委員  

 基本的な考え方、基本指針の部分なのですけれども、いわゆる「切れ目のない一貫し

た支援体制」、それから柱の２の「専門的な支援の充実」とした部分。これは福祉分野に

おいてはそれが前提だろうと思うのですね。障害のある方に対しての支援、もしくは障
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害児から一生涯の支援体制をつくっていくと。  

私は、福祉分野ではない部分をどうやって地域社会の中に構築していくか、啓蒙して

いくかというのが一番重要な課題だろうと思っているのです。障害分野というのは、幼

少期から高齢期で全ての方が体験する分野とはちょっと違うと思うのですね。国民の

何％という示され方をしていて、全国民のいわゆる受けとめ方になかなかならないとい

うところが、いわゆる理解とか、そういう部分を進めていくということで、非常に重要

課題になるかと思っているのです。言葉では非常に誰もが相互に支え合い、助け合いと

いうことは書けるのですけれども、まさに理想の社会づくりを目指したいということな

のだけど、これを具体的に障害児支援から高齢期まで含めて一貫した支援体制を組んで

いくということについては、相当具体的な踏み込み方をしていかないと社会に浸透して

いかないし、体制そのものもつくれていかないのではないかと思っています。とりわけ

障害児の福祉計画については、これから先の話、大人になってどれだけ社会で受けとめ

ていくかという前提になる支援体制ですから、そこを踏まえた上での議論をできればし

ていきたい、させていただきたいと思っています。  

 

○小澤部会長  

 ありがとうございました。ただいまのご指摘は一応柱３のあたりが相当しており検討

しないといけないのではないかと。そういう受けとめでよろしいでしょうか。  

 今日この柱３つをお認めしていただければ、それぞれの審議をする予定なのですけど、

多分、そこでまたいろいろな角度でご意見をいただければと思います。今のご意見にも

ありましたけど、中野区全体としての地域包括ケアシステムというのが究極のゴールと

して、この計画のその一部をなすということでございますので、最終的にはその柱３は

どのぐらい検討が進められるかというのがとても大きな課題となってくるかと思います。

また、柱３のところでいろいろ多角的にご意見をいただけたらと思っておりますが、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。これに関しましては、お諮りしてい

る理由は、柱３つでこの計画を方向性としては定めたいというのが事務局としてもこち

らとしてもの思いでございますので、とりあえずそれぞれに課題は多々出てくると思う

のですが、それはこれ以降の意見をいただいた上で進めさせていただきたいと思います

ので、とりあえずこの３つの柱ということで、この基本的な障害児福祉計画の柱として

進めさせていただきたいなというのが一番お諮りしたかった理由なのですけど、よろし

いでしょうか。  

もしそれで実は柱４が必要かもしれないとか、ひょっとしたら３つでは足りないかも

しれないということがあり得るかもしれないので、それはまたいろいろご意見を伺った

上で、場合によってはもう１つ大きな柱が必要ではないかとかいろいろ出てくる可能性

もありますので、その可能性も含めて、当面当座はこの３つの柱で審議を進めさせてい

ただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。  

 ありがとうございます。そうしましたら、次は、柱１の「関係機関と連携した切れ目

のない一貫した支援体制」に関しまして、事務局より説明をお願いするということにな

っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。  

 

○神谷子ども教育部、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）  

 それでは、資料２－１。柱の１のシートをごらんいただければと思います。こちらの

シートの見方でございますけれども、一番上段にライフステージとしまして、早期発見

支援の部分から成人に至るまでの流れが書かれております。  
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そして、その下に関係機関ごとの支援、あるいは関係機関ごとの連携といった部分に

ついて主だったものを記載してございます。  

例えば「保育所・幼稚園等  学校」につきましては、そのステージが変わるごとに行

われる入園相談の部分、あるいはそこの申し送りの部分、そしてそれぞれの支援のため

に行われる支援計画の策定の部分などが図示されているところでございます。  

すこやか福祉センターにおきましては、乳幼児健診、経過観察等、早期発見の部分か

ら一貫した支援ということで、一連の矢印になってございます。  

それぞれの事業所では、相談支援事業所の部分については支援利用計画。そしてそれ

ぞれの通所支援施設については個別支援計画といった形で連携がなされているところで

ございます。  

その他の機関のサービスについて例示をさせていただいていて、加えて、こういった

切れ目のない一貫した支援のツールといたしまして、区で用意しているサポートファイ

ル、あるいは支援計画、そしてステージごとの申し送りといったものを記載しておりま

す。  

次の欄に「現状と課題」となってございますが、こちらにつきましては、前々回お配

りさせていただきました、今日お持ちいただいております４月２８日の資料４というこ

とで、「中野区における障害児支援の現状と課題」の説明のところで、ご説明をしている

ところでございます。今回は審議の時間を取っていただきたいということもありますの

で、ポイントのみの説明をさせていただきたいと思います。  

 

○小澤部会長  

 持ってきてくださいと書かれたので、私は持ってきたのですが、もし委員の方がお持

ちでない方がいらっしゃるかもしれませんので、もしお持ちでなければ、予備あります

かね。この４月２８日資料４。お持ちでない方はちょっとそれを見ていただけたらと。

よろしいでしょうか。大丈夫ですか。では、済みません、引き続いて説明をして。  

 

○神谷子ども教育部、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）  

 失礼いたしました。「現状と課題」のところですが、まずは早期発見からの一貫した支

援の部分、そして幼少期からということですので、保護者の支援の部分では障害受容が

難しい時期といったことをどのように捉えていくのかといったところに課題を設けてお

ります。また、就園時あるいは就学時の相談の充実の部分。そして実際に、今、就学等

が行われた後の計画の策定や、あるいはそれに当たっての事業所との連携体制の部分。

そして中学校を終わった後の高校、成人にわたるまでの移行支援や就労支援、そういっ

たところについて課題を設けさせていただいたところです。  

こういったことを踏まえまして、論点の整理として、一番下段に整理をさせていただ

いております。  

 １つ目にライフステージに応じた一貫した支援、そして関係機関の切れ目のない支援

の部分では、中野区ではすこやか福祉センターを中心として身近な地域における関係機

関の連携といったことでやっておりますけれども、こういった部分について、まだまだ

専門性を高めたり、あるいは関連機関と連携を強めたりといったところが必要なのでは

ないかといったところを「論点」として挙げているところでございます。  

 また加えて、保護者支援について、どういった視点で行っていくべきなのかといった

ところについても「論点」として挙げさせていただいております。  

 また、２つ目といたしましては、切れ目のない支援と言いますと、ステージが変わる

ごとに行われる申し送り、あるいは入園の相談、就学の相談といった部分について、ど
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ういった形で行っていくのがふさわしいのかといったところについても「論点」として

挙げさせていただいているところでございます。  

 また加えて、「一貫した支援」というところになりますと、成人期への移行のための相

談支援のあり方について、どのように考えていくのか。そのときに区でいうすこやか福

祉センター、あるいは教育機関、福祉、就労の関係。そういったところとの連携方法に

ついてどう考えていくのか。障害児から障害者への支援移行の方策について論点として

幾つか挙げさせていただいているところでございます。  

 説明は以上になります。  

 

○小澤部会長  

 ありがとうございました。ただいま、資料２－１に沿って柱の１番、「関係機関と連

携した切れ目のない一貫した支援体制」ということでした。先ほどイメージ図の中で、

その「切れ目のない」とか「一貫した」というところにもご意見をいただいております

けれども、これまでの大体データとか、これまでの状況から判断すると、「現状と課題」

としてはここに掲げられていることがあるということです。  

その上で今日特に意見をいただきたいのは、この「論点」のところですね。こういう

課題が計画ではどう受けとめて記載する必要があるかというのが、この「論点」でござ

いまして、これを中心に場合によってはご意見をいただけたら大変ありがたいかなと考

えております。もちろん質問も結構でございます。現状は果たしてこれでいいのかとい

うのも当然あるかと思うのですけど、そういった質問も結構ですし、特に「論点」に関

しての意見もいただけたら大変ありがたい。こう思っております。よろしくお願いした

いと思います。  

宇田委員、どうぞ。  

 

○宇田委員  

 柱１の「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、地域

子ども家庭支援担当がベースに出発のケースワーク的な働きかけがあり、そこから恐ら

く保護者にしてみると子育て相談のレベルから出発しているのではないかと思うのです

けれども、そこから先、専門の療育機関とか、児童発達支援事業とか、そういうところ

にガイドしていくときが１つ。  

それから、就学後の今、おっしゃったように学校に入ってからの連携ということなの

ですけれども、連携って一体何でしょうかというところなのですね。絶えず連携という

言葉があちこちにいっぱい散りばめられて出てくるのですけれども、あるべき姿はすご

くいいものがあって、目指す姿としてはこうあってほしいなと思う、いい目標になって

いるのだろうとは思うのですけれども、それを実現していくときにどのように関係機関

が連携するかという手法のステップを何か構築していってほしいと考えています。  

 例えば、個別の支援計画会議、教育支援シートみたいな教育支援計画とか、障害児の

相談支援事業所では支援事業計画、それから各事業所では個別の支援計画ということで、

ある保護者の方に言われたのですけれども、計画だらけということで、計画で立ててい

る事業所ごとに連携しますとおっしゃる。では一体どう連携してくれているのかという、

その手法がなかなか実現していく方向にまだまだ動いていないのではないかなと、常に

感じているところがあります。  

 そこのところの方法論を計画の中にきちんと明記していくことが必要ではないかと思

います。今、例えばこちらの相談支援事業所で相談に乗っているお子さんが、先週まで

で３２０人くらいいるのですけれども、そのうちで保育園児が５８名、幼稚園児６０名

で、統計をとって驚いたのですけど、通常の学級にいるお子さんが４４名もいます。そ
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れから支援学級にいるお子さんが２５名。それから支援学校が４３名という感じで、大

体同じくらいの比率で３００のうちにいろいろな所属、在籍をしています。そこの中で

どのように連携体制をつくるかというのが、もちろん乳幼児と学齢期では関係機関が変

わっていったり、そこに申し送りというのがあるとは思うのですけれども、横の連携の

ところで計画だらけでそこをどういろいろな関係機関がつなげ合うかと。単に紹介が連

携なのですかという、そういうこともありますね。その辺のところの方法論ももうちょ

っと検討していただきたいなと思っています。  

 あと利用するサービス事業所なのですけれども、今、区内のサービス事業所が児童と

放課後デイで２０ぐらいあるのですかね。相談に乗っているお子さんが利用している区

外の事業所がやはり２０くらいあります。そういうところとどう相談支援の立場でつな

がって、そこと関係をつくって、本人にとって、子どもにとってフィットする計画が立

てられるのかというのがなかなか至難のわざになっている状況があります。  

 そこの連携の仕方をもうちょっと検討していただきたいなというのが１つあります。  

 

○小澤部会長  

 ありがとうございました。かなり本質的でかつ重要な指摘事項だと思いまして聞いて

いました。多分これまでも確かに計画というか、基本的にはプランが非常にいろいろな

分野でつくられていたと思います。そうは言っても、この教育と福祉と医療と、大抵は

なかなか調整が困難な現状があると。そういったことも踏まえて、今回の計画策定では

どういう考え方を整理していったらいいのか、そういうご意見だったかと思うのです。

事務局で今の段階でこのお話に対してコメントありますでしょうか。  

 

○神谷子ども教育部、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）  

今、お話がありましたとおり、ステージが変わる、ライフステージごとの申し送りと

いったものについて、比較的これまで着目されていて、そういった仕組みをつくってき

たところがあるのですけれども、その時点において、やはりそこの子どもが関係してい

る関係機関が所属している学校だけではなくて、さまざまに展開がなされてきていると

いうのが今の状況かと思いますので、そういったところをどんなふうにどこの計画に、

例えば集約させていくのかですとか、それをリードしていくのはどこの役割なのかとい

ったことも含めて少し整理が必要かと思っております。柱の２の中には、児童発達セン

ターの話なんかも出てきますけれども、そういった事柄も含めて、方法論として位置づ

けていかなければいけないなと思っているところでございます。  

 

○小澤部会長  

 それぞれのところで計画はつくられる。多分、ここでホットな話題になってくるのは

教育と福祉の関係かなと。かなりいろいろなところでホットな課題ですよね。  

普通に考えると、もしそういった分野の状況がなければ、介護保険もそうだし、障害

福祉もそうなのですけど、結論を言えば、どこかでケースカンファレンスというのでし

ょうか、個別支援会議で大体そこで調整を図るということをやるわけですけど、教育が

入ってくると、なかなかその領域を超えて全体の個別支援カンファレンスができ得るか

というのがあります。結構、今の話は手法というのが多分そんな話も含めて入っている

のかなというので、かなり難しい課題が突きつけられているなと思って聞いていたので

すけど、できる限りいろいろ逆にアイデアをお聞きしながら、こういうアイデアだった

ら考えてみる必要があるかなというのが、むしろそういう方法もあるかと思って、今、

聞いていたのですが。  
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それが１つなのですが、もう１点は区外のという話が出ていましたね。区外の事業所

を利用したときの連携のお話なのでしょうか。宇田委員がもう１つおっしゃっていまし

たよね。前半のほうは多分領域とか分野とか、いろいろなバリアが存在している中の、

それを超えていくような連携のあり方はどうしたらいいのかという話だと思うのですね。

もう１つは区外の事業所という。このあたりというのはちょっと難しい課題になってい

ると理解してよろしいでしょうか。もし何か事務局のほうで何か、これも何かご意見の

ご名答があればと思うのですが。  

 

○神谷子ども教育部、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）  

 一般的にこの利用者個人と考えますと、たまたまその方が区外のサービスを利用され

ているということですので、この状況がそのサービス提供事業者に確認することが一番

ふさわしければそこから状況を確認して、その子の障害児支援利用計画を立てたりとい

うことはあり得ると思います。  

それが１つと、あとは障害児に関する関係機関も含めた組織立てというのが、今、正

式にはありませんので、そういったところも含めて少し仕組みといったものもつくって

いきながら、区内の事業所連携というのを整理していきたいとも考えております。実際

にサービスを提供されている事業者というのは区内に限りませんので、区内のところを

核としながら、区外の事業所と組織としてどう連携していくのかというのは、また１つ

の観点として整理していくべきと思います。  

 

○小澤部会長  

 ということでありまして、とりあえずは、今後どう詰めるかということを含めて。確

かにどこでも大きな課題の１つなので、せっかくの計画ですので、何とか一歩でも二歩

でも前進させたいという思いはありますけど、もし委員の皆さんのほうで、こういう仕

組みになったらやれるのではないかとか、こうすればもう少し連携が前進するのではな

いかということが逆にあれば、そういったお考えをいただいた上でさらに詰めていこう

かなというのが本心ですね。逆に言うと相当難しい課題だと思って聞かせていただきま

した。  

 そうはいっても総論としては、やはり連携と簡単に書いてしまっているのですけど、

やはり内容的には具体的にはどういう手法、あるいはどういうツール、あるいはどうい

うカンファレンスと、こういったところまで踏み込まないと難しいのかなという感じで

した。  

よろしいでしょうか。よろしくお願いします。  

 

○上西委員  

 私自身、今、３３歳の知的障害の娘を持っている者です。本当に歩いてきた道でもあ

ります。福祉のところとの連携をよく主だって言われるのですけれども、福祉のところ

というのは、本当に１人の地域の人間としてどういうサービスを使いながら成長してい

って、親亡き後、地域で住まわしていけるかということが、１つの主だったことになる

と思います。  

教育の部分と福祉の部分の大きな違いというのは、子どもは育つためにいろいろなも

のを身につけなければいけないということです。障害を持った人たちというのは、ボタ

ン掛け１つにしても、ファスナー掛け１つにしても、１つ１つのことを積み重ねる年数

が必要です。１つのことを組み立てることを、それがもしかしたらこのサービス等利用

計画、成人のサービス等利用計画と子どものときの支援計画というものの意味合いの違
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いというのは、私にはわからないのですけれども、連携というのはそれぞれのお子さん

の課題を共有して、それに向かって具体的にやっていくことではないかと思います。  

幾ら計画を立てて、デイサービスを使えます、何とかを使えますと言っても、それぞ

れのところが違う顔をして具体的な策に行かなければ、子どもはすぐに大きくなってし

まいます。本当は積み重ねればいろいろできることが、成人になるまでその機会を与え

られなかった成人の方を私はもったいないなと思いながら作業所でお預かりをしており

ます。  

どんなに障害が重くても、やはり仕事に向かう姿勢を身につけて、育つ人たちもいま

す。なので、私はいろいろ今の学校とか、特に児童デイとか、保育園とか、すごく恵ま

れた環境にあるとは思うのですけれども、具体的に何をしているかが見えない中で育っ

た子どもたちに対してむしろ心配をしているところが実はあります。  

うちの娘も３歳のときにちょうど保育園に入れていただき、新宿区でしたので、あゆ

みの家から担当の先生が来て、相談をしながら育てていただいた経緯がございます。親

がそこで参加できる機会が実はなかったのです。私としては専門的療育機関みたいなと

ころで具体的にやっていきたいと思いましたので、そういうものを探しながらそういう

園の先生なんかと連携をしながら具体的に１つ１つ進めることをあの時期にやった気が

いたします。  

学校に行くときにはやはり先輩の話を聞いたり、小学校のときには何を身につけるべ

きか、中学になったら何を身につけるとか、高校では、何を身につけるべきか。これは

本当に障害を持った人たちとライフステージのところの絡み合いの難しさだと思います

けれども、思春期は思春期なりの障害児なりの難しさがございます。これはその年代な

らではの難しさと障害の難しさ。これを兼ね合わせながらいろいろなところの機関と相

談をしていくというのが、私は連携ではないかと思っています。  

ですので、障害受容の難しい保護者の皆様になるべく早く自分の子どもの障害の受容。

それから障害の種類もありますけれども、何しろもともと欠損を持って生まれた。これ

が悪いことをしているわけではなく、欠損を持って生まれたというところで、どういう

欠損状態でどのような力があるかということをきちんと自分たちの中で受容ができた中

で、周りの方々もその子の能力と可能性を信じる中での計画を立てていただければと思

うのです。  

ただ、これはもしかしたら個別支援計画に近いようなことなので、また違うと思うの

ですけれども、それが幼児期、保育園、学校に行ったときにその方の課題にどう周りが

取り組み、どの段階まで来ているかということを申し送り、それが大事な申し送りのよ

うな気がいたしますので、ちょっと本当に外れたような意見を申し上げているのですけ

れども、宇田委員のお話を伺って、非常にそこのところは心に響くものがございました。

大事に育てていただき、社会の一員としてしっかり働ける人たちになるはずですので、

勉強を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。僕は資料２－１を、今、いろいろご意見をいただきながら

見ていました。「現状と課題」の認識だから端的に書かれていまして、ちょうどこの真ん

中のとこの欄なのですね。学校と障害児相談支援事業所の連携体制というところで、要

するに、確かに就学年齢になると、３つの計画が普通に考えると並行して存在するとい

うことがここで指摘されていますよね。それぞれ主人公が異なっていて、多分教育計画

は教員がつくるし、それから障害児支援計画は障害児の計画相談の事業所がつくるし、

それからあと法令とか、あるいは児童発達支援事業絡みで並行してもし使うとしたら、

そこのサービス管理責任者がつくるわけですよね。  
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だから主人公が３人違っていて、主人公３人ではなくて、何かキーパーソンがあって

ちゃんとやってくれという、そういう指摘事項のような気がするのですね。だからもし

システムとしたら、そういうキーパーソンの話だとか、あるいは共有、様式の統一化と

いう、そういう話をやるとしたら考えなければいけないのではないかというのが、多分

いろいろご意見をお伺いしながら、具体的に考えるとしたら、そんな話に展開していく

必要性があるかなと思って聞かせていただきました。  

なかなかこの話はキーパーソンがばらばらでありキーパーソンはそれぞれの領域で

は要になっているので、それを超えたキーパーソンというのが登場していないことが課

題という感じがするわけですね。  

 この領域の問題事項というのは、いつもそのあたりが指摘事項の一番大きいところか

なと聞いていましたので、これ最終的には計画の話に発展させなければいけないので、

場合によってはそのような感じで少し検討させていただく必要があるかと思って聞いて

おりました。  

 あと、もう１つ。今、上西委員から共有の話というのがあるのですけど、これが多分

カンファレンスとか、その他いろいろな共有の場がないと共有しようもないので、その

あたりの話も織りまぜる必要があるのかというのが、ご意見をお伺いしながら思った次

第です。  

そんなあたりを検討しようかと思いますが、いかがですか。また、いろいろとご意見

をいただいた上で、正直言ってこれすごく事務局も悩んでいる領域だろうと私は思いま

すので、委員の皆さんからアイデアがある上で、さらに検討したいなと思っていました。  

 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。宇田委員と伊藤委員ですね。宇田委員の後、伊藤

委員でよろしいですか。では、そうしましょう。  

 

○宇田委員  

 今、お話があった共有の件なのですけれども、組織的に体制的に教育と障害相談とは

なかなかまだ結びついていないのが現状なのですけれども、保護者がみずから障害相談

の計画とか、放課後デイの計画を学校に提示する例が出てきています。  

そのときに保護者の相談に乗っていると、こんないっぱいのファイルの中に雑然とい

ろいろな計画書なり、どこで不愉快をしたという資料をいっぱい持ってきてはくれるの

ですけど、なかなか成育にあわせて整理できていないということで、ちょっと不思議に

思ったところがありました。中野区では、３カ月健診のときにサポートファイルの配布

を始めているということで、そこのサポートファイルの使い勝手の悪さみたいのは多少

まだあるのだろうなとは思っていますけれども、そこの延長線上に発達の支援が必要と

されたときに、また、別立てでファイリングしていけるような「のびのび」というファ

イルをつくっているのですね。全児童に配付していると言うのですけれども、保護者の

方にその「のびのび」のファイルに整理したらどうですかとお話しても、何のことです

かという感じで、よくよく説明すると「あれのことですか」という感じで言っていて、

せっかくいいものをつくっていながらうまく活用されていないというのがあるので、先

ほどおっしゃっていた連携のためのツールということでは、もっと有効に活用できるよ

うな方法に工夫していっていただけるのが１つのステップではないかなという気がしま

す。  

そこの中で福祉のほうで立てた計画が学校のほうで参考になるということで、授業の

取り組みに組み込んでくれている先生も中にはいると聞いていますので、その方法論が

もう少し体系的にできるようになるといいのではないかと思っています。  

今日、見本に「のびのび」を持ってきました。  
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○小澤部会長  

 回覧ということにしましょう。どうもありがとうございます。そういったことだと計

画の中でも何らかのサポートファイルやその他に関する有効活用とか、かけるのかなと

思って聞いていました。  

もう１つ、今のご意見でふと思ったのですけど、確かに障害児のもう１つのキーパー

ソンはやはり親だと思いますよね。というのは、現実問題、３０％はセルフプランです

からね。僕は相談支援体制の整備委員ですから、普通に考えると、これちょっと気にな

っている数字ではあるのですけど。それだけ親がつくられているのかなと、別の意味の

心配を持っているのですけど。３割がそういう実情を抱えており、親の果たす役割は非

常に大きいので、そこに有効活用できるような何らかの、サポートファイルもそうなの

ですけど、それも含めて検討する必要がありますね。ありがとうございました。  

そうしたら伊藤委員、よろしいでしょうか。  

 

○伊藤委員  

 汎化できる事例かどうかというところについては、難しいかなと思うのですが、事例

ということで、聞いていただけたらと思います。  

 特別支援学校のほうで教育、福祉、それから療育、就労、もちろん主に家庭を含めま

して、まさにつなぐというところがとても課題になっています。この事例では特別支援

学校が中心になりまして、幼稚部、もしくは小学部に入ったときに関係の方、皆さんに

来ていただきまして、そこで個別の教育支援計画というところをそれぞれの立場からお

話をしていただき、そこの学校の個別の教育支援計画として、フェイスシートでつくら

せていただきます。そのフェイスシートはそれぞれの欄のところで分かれて使えるよう

になっていまして、福祉のところではこうだとか、療育のところではこうだとか、その

本人の願い、保護者の願いとしてはこうなのだというところでばらばらに使えるような

もので機能させるという形で、それが高等部を卒業するときには、今度学校に就労の移

行先、それから福祉も含めてですけれども、そこでもう一度会議という形でそのツール

を引き継いでいく、また足していくということをやっているという事例がございます。

それで関係者も一丸となって、その特別な教育支援計画というものを中心にしながら、

それをつないでいく機能を持たせてやってきた事例もあります。  

 今日持ってこなかったので、具体的にわかりづらいかと思うのですが、そのばらばら

になっているものを学校で１つにまとめて、それをフェイスシートにして、それぞれの

項目がもう１つ、もっと細かく見たいなと思ったら、そちらにアクセスできて、別立て

できるようにつくってありますので、それぞれでつくっているところもそこに生かされ

ていくという形になっているものです。  

 以上です。  

 

○小澤部会長  

 ありがとうございました。貴重な情報提供でした。学校が一定程度は、さっきの話で

いう、キーパーソン機能的な役割を果たしつつ、関係の機関とか、担当の方をお呼びし

ながら調整を図ると。それもいいアイデアだと思いますので、私は、今、委員の方々が

回覧しているこれを見ながらなるほどこういうのが確かに必要だなと思いました。これ

中野区のほうで作成しているのですね。  

 こういったものも含めて、幾つかそういったアイデアを収集しながら、どういう形で

それを周知徹底していくのかというところを、場合によってはこの計画の中で少し盛り

込んでいくというのが１つかなと思っております。  

また、次の柱、２番目に入りたいのですが。とりあえずまたいろいろとアイデアその
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他ありましたら、後ででも結構ですし、またこの会議以降でも結構ですので、こんな情

報があるよとか、ほかの地域でこんなふうにうまく連携のシステムを図っているという

ことがあれば、事務局に出していただくと、こちらとしても大変助かるということでよ

ろしいでしょうか。  

 そうしましたら大変申しわけないのですが、柱２というのが、今、柱１だけに尽きな

いのですけど、柱２というのがございますので、先にちょっと２に行きたいと思います。  

「専門的な支援の充実と質の向上」ということでございます。これまた事務局でご説明

をよろしくお願いします。  

 

○神谷子ども教育部、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）  

 では、資料２－２の柱２を説明させていただきます。  

こちらにつきましては「専門的な支援の充実と質の向上」といたしまして、左側に「専

門的な支援の充実と質の向上」。そして右側に「医療的ケア児への支援」といったことを

ピックアップして書かせていただいております。  

 まず左側でございますけれども、こちらについての「現状と課題」でございます。こ

ちらも前回の資料でも書かせていただいているところではございますが、障害児通所支

援事業所の質の向上といったところ。そして障害児相談支援事業所の整備の体制構築。

児童発達支援センターの設置といったところを「現状と課題」として書かせていただい

ておりまして、これらの「論点」としては、一番下の部分に「切れ目のない総合的な一

貫した障害児相談支援の提供体制」といったところです。  

こちらにつきましては、少し細かくて恐縮なのですけれども、一番上段に図が書いて

ございます。左側の図示については、これは国の資料になってございまして、２つの輪、

上にはより専門的なバックアップ体制の専門機関の輪。そして下は地域にある支援機関

の輪となっていまして、それぞれをつなぐ真ん中の部分に「児童発達支援センター」と

書いてございまして、こちらがこういった関係機関の調整の中核になっていったり、あ

るいはそういった関係機関の質の向上に向けた支援を行ったり、そして障害児について

は相談支援事業所も兼ね、計画をトータルで見ていく。そんなシステムといったものが、

今、国の指針では求められているといったところでございます。ですので、こういった

ところは切れ目のない一貫した障害児支援の核になっていくシステムづくりかと考えて

ございます。  

 中野区の現状はどうなっているのかといったことが、その右側に記載させていただい

ておりまして、登場する関係機関は同じなのですけれども、真ん中にある「児童発達支

援センター」に当たる部分につきましては、現在、先ほどから話に出ています「すこや

か福祉センター」が地域に４カ所ございます。そこに「すこやか障害者相談支援事業所」、

こちらで児の計画策定も含んだ指定の事業所が入っておりますので、こちらは一貫した

トータルしたコーディネートを行ったり、関係機関の核となる役割のあるセンターと、

区としては考えております。一方で、実際に専門性を持って児に直接支援をしたり、あ

るいは関係機関をバックアップしていったりといった役割については、区立のアポロ園

やゆめなりあが児童発達支援事業所になり、こういったところが中心となって行ってい

ます。この２つの機能が総合的に区としてはいわゆる国のいう児童発達支援センターの

役割を包含するものだなと、現在考えております。ただ、きちっとこういったものが専

門性を持って機能できているか、あるいは一貫した支援の核となっているのか、先ほど

からあるさまざまな関係機関との連携をきちっと調整できるものになっているのか。そ

ういったところについて、まだまだ課題があるかと思いますので、いろいろご議論をい

ただきながらそういった専門性等について高めていきたいといったところが「論点整理」
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で書かせていただいているところでございます。  

 ２つ目の「区の児童発達支援センターの位置づけや役割」といったところについても、

今、説明をさせていただいたような「論点」の中で述べさせていただいた事項でござい

ます。  

 それから「医療的ケア児への支援」の部分でございます。こちらにつきましては、ご

承知のとおり法改正によりまして医療的ケア児の支援に関する保健、医療、障害福祉、

保育、教育等の連携の一層の推進を図るように努めることとなったところでございまし

て、今回の計画の中身におきましても、こういった部分について一定の検討をしていき

たいと考えております。ただ、関係機関の受け入れの促進といった部分、あるいは協議

の場や個別の対応をどうしていくのかといった部分については、まだ課題が残っている

ところと思っております。  

 また「論点整理」といたしましては、実際の医療的ケア児の実態の把握といったもの

が、なかなか困難性の高いところとなっておりまして、すこやか福祉センターなどにお

いて未熟児等の把握の中でできる部分もございますけれども、一部分でございますので、

今回の区として調査もかけておりますが、そういった結果も踏まえながら、まずは実態

の把握に努めていきたいといったところが「論点整理」の１番目でございます。  

 また、支援に当たっては、他機関の連携が必須となってまいりますので、そういった

場の設置、あるいはコーディネート、キーパーソンをどう持っていくのかといったとこ

ろについても論点として挙げさせていただいているところでございます。  

 資料については以上になります。  

 

○小澤部会長  

 ありがとうございました。柱１がどちらというと縦型の連携の議論を集中的にさせて

いただきまして、柱２というのは、どちらかというと、面的にその連携の理論を検討す

るということです。特に子どもの領域は、縦糸と横糸とか、両方錯綜しているものがご

ざいますので、なかなか交通整理が困難なのですが、一応面的なところでどういう支援

のシステムが求められるのかというのが、ここの柱２なのです。それで確認したいので

すが、計画はセルフプラン４割というのは、これは国の厚生労働省統計は３割だから、

これ中野区の状況と理解してよろしいでしょうか。  

 

○神谷子ども教育部、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）  

 はい。こちらは中野区の状況でございます。  

 

○小澤部会長  

 ということは多分やはり国よりも高い水準だということですね。ありがとうございま

す。３割は、国の状況です。ですから中野区はもっとセルフプランが多いということで

す。  

 いかがでしょうか。これに関しましても、もう１点だけ事務局説明を補足しますと、

国の今回の障害児福祉計画の策定指針がございまして、児童発達支援センターを市区町

村及び圏域に１カ所以上設置のこと。これが策定指針なのですね。要は中野区として児

童発達支援センターそのものはないけれども、ほぼそれに類似するもの。その機能を果

たすものが存在していると。そういう形でお聞きしていただくといいかと思います。何

で児童発達支援センターの対比図が登場しているのかというと、左が国の策定指針でい

う、こういったものをつくってくださいというのが国の言わんとしていることです。た

だ、当然地域の実状や状況によって違いがありますので、中野区だったら向かって右側
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のほうになりますというのが、示されているこの図の中身ですので、それも踏まえて現

状と論点と両方書かれていますので、ご意見をいただけたらと思います。  

 あともう１つ。医療的ケア児はちょっと別議論ではあるのですけど、あわせていろい

ろご意見をいただくとありがたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。  

 いかがでしょうか。田中委員。  

 

○田中委員  

 柱２に医療的ケアのあるお子さんに対する課題ということで載っていますので、この

辺について要望という形になるのかもしれませんけども、発言をしたいと思います。  

 医療的ケアの対応というのは、古くて新しい課題というのでしょうか。私も以前に医

療的ケアの必要なお子さんの親御さんから実態を聞いたこともありまして、これは本当

に大変な課題だなと認識をしていたことがあります。  

この資料を見ていると、例えば「保育所等による受入の促進」という形で看護師さん

が配置をされていますよとか、それからゆめなりあやたんぽぽができましたよとか、そ

ういった受け入れ体制も整ってきているという記載もありまして、本当に大変うれしい

なと思っています。  

 ただ、一方では、医療的ケア児の把握ができていないという記載を同時にされていま

して、ということは需要と供給との関係で言えば、普通は需要が把握をされて、それに

対して対応策として供給がされていくものだろうなと思うのですけれども、的確な計画

になるためには、この辺のマッチングが必要なのだろうと思いますので、できるだけこ

の把握をきちんとしていただいて、調査も始まるようですけれども、その辺のところで

適切な計画、効果的な計画にしていただきたいな、が１点。  

 それから協議機関が設置されることになっているということが書いてあります。あえ

て言うほどのことでもないかもしれませんけれども、やはり課題解決の場にできるだけ

してほしいなと思っていまして、総論を言い合うだけではなくて、課題解決で、具体的

な課題が一歩でも進むような具体的な運営にしてほしいと思います。これは今日もその

ように考えているのだとは思っていますけれども、念のためにそういう協議の場にして

ほしいなということをお願いしたいなと思います。  

 以上です。  

 

○小澤部会長  

 ありがとうございました。１点目は、非常に重要なご意見、ご質問かなと思って聞い

ていたのですが、この「論点整理」の１番目にも書かれているのですが、実態把握はど

のような方法が有効かというのですか、何か事務局としてのお考えがあれば、まずはそ

れをちょっと知りたいなというのが、今のご意見を聞きながら思ったのですが、いかが

でしょうか。  

 

○神谷子ども教育部、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）  

 なかなかそれがベストというのは難しいのかなとは思いますけれども、まずは地域の

すこやか福祉センター等で今、把握されているものについて丁寧に状況を確認すること。

そして、今回実施している利用者調査でも医療的ケアの必要性といったものについて確

認をさせていただいているのが１つ。  

もう１つが医療機関等々の連携なども深めていって、こちらでなかなか把握できない

部分の、医療に実際かかっている部分との悩みといったところと、福祉的にどういった

ところが受けとめていけるのかといったところについても個々に把握もしていくべきな
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のかなと思っております。  

 

○小澤部会長  

 ありがとうございました。確かに事業者から情報を取りながらというのはとても重要

かと思います。もともとの障害の枠の中には入らない方々がほとんどなので、その意味

では事業者のほうでどのような情報を把握されているのかとか、あるいは場合によって

は医療機関ですね、訪問看護ステーションとか、いろいろな情報ソースがあるかと思い

ますので、そんなところで実態を把握していって、まずは中野区内でどのくらいの方々

がこの課題に必要性があるのかというところは、今回の計画の大前提になってくるのか

ということなので、ぜひお願いしたいと思います。  

 ２点目のほうなのですが、協議の場ということに関しましては、これ事務局が自立支

援協議会とか、協議はいろいろなものがありますよね。それで考えると、何かそういう

子どもさん絡みの協議会というか、協議の場みたいなものというのは、何かお考えがあ

るのですかね。  

 

○神谷子ども教育部、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）  

 現在は事業者等を含めて、協議会といったものは、児については行っておりません。

それぞれ課題があるごとに当然ケア会議といったものを関係者で開くというのはあるの

ですが、個々の扱いになっております。医療的ケア児について協議の場と書かれており

ますけれども、実際に全体の児に関する部分についての協議の場といったことについて

も検討していくべきではないかと考えています。  

 

○小澤部会長  

 計画絡みで言うと、やはりその協議の場はかなりフォーマルな場所でもあるので。い

わゆる制度に一部関係してくるので、やはりそういう協議会的な要素が入ってくるのか

なとは思っております。もちろん個別的な検討を行う場でもあってもいいとは思うので

すけど。  

そう考えると、何かほかの制度もそうなのですけど、協議会が結構多いのです。なの

でそのあたりの交通整理を行う必要があると思います。多分、今後検討するであろう精

神保健福祉もそうだし、それから子どもと言えば、障害のお子さんではない部分の要保

護児童協議会とか、その他大量にあるのですよね。それから差別解消協議会というのも

登場していますので。だからそのあたりのちょっと協議の場を設けるという流れの中で、

ほかのいろいろな協議の場があるので、その中でどういう関係性を持つのかというのを

検討した上での協議の場というのを今後詰めていく必要があるかなと思って聞いていま

した。これは今後の計画策定の話になってくると思います。  

 ほかにいかがでしょうか。  

 

○中村委員  

 まさにこの「専門的な支援の充実と質の向上」というのが重要なテーマだと思ってい

るのですけれども、質をどう評価するかということで言うと、第三者評価を組み入れて

開始していますと。ただ、その評価する内容についても、一般的な制度に倣った評価と

いうことになるのだろうと思うのですけれども、実際に相談支援をしているところとか、

通所の事業を通じた支援をしているところという質がどう問われる、例えば改善してい

くべきこととか、こういうものを取り入れたらいいのかということの仕組みをしっかり

つくっていかないと、いわゆる計画で終わったり、サービスの提供の質がちゃんと問わ
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れない提供であったりというところに踏み込んでいけないのかなという思いがあるので

すね。  

 同じように放課後等のデイサービスをやっているところは、最近非常にふえてきてい

て、いろいろなところを見学する機会があるのですけれども、全然取り組み方が違うの

ですよね。特に児童の場合はその貴重な成長過程ですから、どういう支援を受けたか、

教育を受けたか、指導を受けたかということによっては、大人になって行ったときの社

会性というのはまるで違う育ち方になっている。ですので障害があって、いろいろな課

題を持ちながら成長していくのですけれども、やはり１年、２年、３年後を想定したと

きに変化をしていく。社会性がよりよくなっていくとか、だめなことをちゃんと学べる

という仕組みを、根気強くやれる、質を問われるような仕組みをちょっとつくってもら

え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。今、質の評価の話が出まして、基本的には国の話でいうと、

やはり同じ議論がありまして、はっきり言いますと、放課後デイにしても、その他子ど

もさんの児童発達支援事業にしても、あるいは保育所等訪問指導も結構それぞれ中身は

どうなっているのかというのは、どれもこれも相当大きな課題なのです。  

だから今の議論で言うと、その質の評価をするような何らかの仕組みも一部検討して

おく必要があるのかなということと、実は国もガイドラインが出ましたし、実はガイド

ラインから次に評価指針みたいなものをつくりたがっているのですね。なので実際この

４月から放課後デイはかなり厳しいことが重なりましたよね。それと同じような議論が

あるので、ここもテーマが確かに質の評価が、質の向上ですので。さっきは連携という

のが非常に大きな課題の１つなのですが、ここはどっちかというと、質という問題も問

われますので、場合によってはそういった質を評価する何らかの仕組みをどこかに記載

しておくほうがいいかもしれないですね。非常にありがたい意見だと思って聞いていま

した。  

どっちかというシステム図が中心になってしまうのですけど、それだけが全てではな

くて。だからどうこの活動を評価するのかというのも、場合によっては何らかの評価シ

ステムとか、評価指針みたいなもので。指針自体は多分いろいろなところで、今、ガイ

ドラインからいろいろ出されていますので、それを参考にして、国も多分つくってくる

と思いますので、むしろどういう仕組みを組み込むのがいいだろうかということが、ひ

ょっとしたらこの計画の中でも検討する必要があるかと思いました。  

 ありがとうございました。今のは追加論点みたいな話で、「論点整理」の中に指摘され

ていなかったので、追加させていただきたいと思います。  

 ほかにいかがでしょうか。  

 

○宇田委員  

 まず質ということなのですけれども、中野区の地域子ども家庭支援担当の子育て支援

のレベルから発達が気になるというお子さんについて、保護者と受容を進めながら児童

発達のほうに利用を進めてくる。その段階ですこやか福祉センターの勘案調査と相談支

援事業所が一緒に聞き取りをするということが始まっているのですけれども、やはり障

害という視点でのプラン出しの調査項目が、障害がありなしの視点の項目になってしま

っているのですね。保護者にとってみると、子どもの子育て、成長の中で気になるとこ

ろの相談というスタンスで入っているところに、「障害がありますか。ありませんか」と

いう、そんなストレートな聞き方ではないのですけども、そういう視点での調査になっ

てしまっていて、すごいずれをいつも感じています。  
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 その辺で、例えば障害者相談支援の専門員になるときに、東京都の研修が必須なので

すけれども、その研修の中でも子どもの発達とか、子どもの視点での相談の研修が一切

ありません。区の中でもなかなか障害者相談の位置づけの視点でいくと、子どもの発達

という視点で聞き取りをするというスキルがまだでき上っていないのではないかという

気がすごくしています。そういう意味で、質の向上のためには、やはり研修なり、そう

いうせっかく地域子ども家庭でつくり上げてきている子ども支援の視点の発達的な支援

の手法なりをもうちょっと障害相談なり、そういう仕組みの中に入れていく方法論があ

るのではないかなと。そこがさっき言った連携、つなぐということになっていくのでは

ないかなという気が常日ごろしているのがあります。  

 放課後デイも児童発達もそうですけれども、一応東京都の研修等をサービス管理責任

者は受けますけれども、そこの中でも同じように子どもの成長発達という視点での研修

がやはり少ないですね。なので、そこをむしろもう区市町村レベルで補っていく手法を

積み上げていってほしい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。非常に大事な指摘事項で、本当にもっともだなと思って聞

かせていただいて。  

大事なことはやはり東京都でやっている相談支援の研修にしても、それからサービス

管理責任者の研修にしても、これは私の個人的な見解なのですが、課題が物すごくあっ

て、特に子どもに弱いというのが私の印象なのですね。  

よく考えてみると、都に、これだけの期待をしても研修も１ ,０００というオーダー

のなかでやっているわけですから、そもそも期待するほうが間違っているのかなと思っ

ていまして、その場合にやはり区としてどう考えるか問われてくると思うのですね。だ

から非常に貴重なご意見と僕、今日思ったのは、やはり場合によっては、これは参考に

していただきたいのですけど、初任研くらいだったら世田谷とか、足立も今度やり出す

のですけど、初任研くらいだったら区で引き取ってやってしまいましょうと。つまり東

京都ではもう無理だという認識を持って、そういう特別区も登場してきているので、そ

れはあくまでフォーマルな研修ですから、例えば専門スキルアップ研修だとか、いろい

ろな研修にはパターンがあると思います。やはり子どもさんの相談体制と考えたときに、

かなりそれなりのスキルがないとできないと普通に思いますね。だからそこのあたり何

か考える必要があるかなと思っています。これテーマとしては、今日はやらないのです

が多分別議題で扱う人材育成とかそういった話と関係してくるので、やはりこういった

ものが基盤になると思います。そもそもそういった子どもさんの相談にちゃんと乗れる

人材がいるのかという問題が大前提にあって、そのあたり検討事項に入れていいかなと

思って聞かせていただきました。よろしいでしょうか。  

 東京都の話が出てしまいましたけど、正直言ってほかの都道府県と比べてみても、相

当に課題の多い研修だなと、率直に感想として思っております。そのあたりも含めて、

少し中野区としての独自性と専門性スキルアップと、こんなことをぜひ検討の中に入れ

ていただきたかったなと思って聞かせていただきました。  

どうもありがとうございました。  

 よろしいでしょうか。中村委員。その後、伊藤委員で。  

 

○中村委員  

 質という部分では先ほどの一貫した支援体制の中にもちょっと触れられているのです

が、保護者に対する支援の部分が、割と子どもの支援にかかわって家庭訪問とかで親御
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さんと会ったりすると、親御さんにも多少の障害があって、なかなか受けとめ方が難し

かったり、家庭での教育が行き届いていなかったり、家族ぐるみの支援というのがとて

も大事になってくるかと思っているのですね。したがってそこについても質の向上とい

うものを少し取り入れられないかなと思います。そうしないと、負の連鎖が起こってし

まって、ちゃんとした支援が受けられずに大人になって、仮に家庭を持ったときには、

また同じような繰り返しがどんどん振り返ってくる。したがってしっかりとした親御さ

んに対する支援を含めて、質の向上という部分に入れていただけないかなと思いました。 

 

○小澤部会長  

 ありがとうございました。先ほどの、人材育成の話でもそういった力量が持てるよう

なスキルアップということも含めて、検討すべき事項かと思います。ありがとうござい

ました。  

 伊藤委員、よろしくお願いします。  

 

○伊藤委員  

 本当にまさにそのとおり、家族支援も含めての質の向上というところでは、人材育成

は別の論点としてぜひ検討できたらいいなと感じました。  

 それとは別のところで、中野区の障害児の地域支援体制というところでは、非常にこ

の支援のシステムとしてはよくわかるのですけれども、これが保護者であるとか、当事

者の目線からいくと、支援のシステムとして誰がどのように機能していただけるのかと

いうところでは大変わかりづらくて、またそのすこやか福祉センターの機能も、これも

すこやか福祉センターに、あれもすこやか福祉センターにというところでは、非常に多

機能になっているというところでは、コーディネーターという立場の方がその支援のシ

ステムの中に明記されると、利用する側がわかりやすいようなシステムづくりというか、

そういったところでコーディネーターとか、それも交通整理してくださる、まず受けと

めてくださる相談員の方とか、そういったところを盛り込んだシステムとして見えるよ

うに整理されるといいのではないかと感じました。  

 以上です。  

 

○小澤部会長  

 ありがとうございました。最終的にはこの計画は中野区民に公開するものでございま

すので、やはり先ほど児童発達支援センターという国の指針とは別枠にすこやか福祉セ

ンターとか、アポロ園とか、そういったものを幾つかのことを総合的に勘案して、児童

発達支援センター機能を果たすというのは、システム図としてはわかるのですけど、こ

れをどうやって区民にわからせるかというのが問われている話になってくるかなと思い

ますので、それに関しましては、少しまた事務局とも整理をさせていただいて、やはり

こういった形で区民がこういう流れの中で相談に乗ってくださいねとか、あるいは気に

なるお子さんだったら、こういったところで窓口対応しますよみたいなところをうまく

示しながら、この国が言っている指針とも合致するような仕組みになっているというと

ころを最終的には完成を目指すということです。  

また、いろいろ逆に言うと、こういう図ではわかりにくいのだとか、これでは区民が

ちょっとわからないのではないのかというご意見が、今後だんだんブラシュアップして

いきますので、バージョンアップする予定ですので、また、いろいろご意見をいただき

ながら考えたいと思います。  

 このことに関しましては、まだまだ尽きないと思うのですが、３番目の柱がまだ残っ

ていまして、３番目の柱がまた結構大事というか、大きな課題です。「地域社会の参加や
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包容（インクルージョン）の推進」ということでございまして、これに関しまして、ま

ず事務局からのご説明をよろしくお願いします。  

 

○神谷子ども教育部、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）  

 それでは、資料２－３。柱３でございまして、「地域社会への参加や包容（インクルー

ジョン）の推進」ということでございます。  

 こちらは横の流れとして、乳幼児期、小学生、中学生といった形で成長に合わせた流

れを横軸にとっておりまして、その間の主たる利用施設における受け入れの状況といっ

たことを記載させていただいているところでございます。  

 そうした利用施設の後方支援をそれぞれの療育支援、施設、あるいは教育委員会にお

ける巡回指導等が担っているといった部分、そして普及啓発の部分が書かれてございま

す。そのほかに地域子ども子育ての事業といたしまして、一般にお子さんが利用する、

ご家庭が利用するサービスといったところについて書かせていただいております。その

中の一部でそういった参加、包容といった形での受けとめが、どこまでできていくのか

といったところも議論の１つと思っております。  

 「現状と課題」の部分ですが、こちらの部分については、柱１のところとかなり重複

しておりますけれども、重複していない部分を中心にお話をさせていただきます。特に

小学校、中学校の部分でございます。  

 特別支援教育の推進として、副籍制度を活用した理解の推進。あるいは特別支援教室

における巡回指導の充実。学童クラブでの受け入れ促進。一方に先ほどから、お話があ

りました放課後等デイサービスのほうも利用は伸びているといったところもございまし

て、そこについて状況を整理したり、あるいはどう受けとめていくべきかといった方に

ついても改めて整理が必要かなと思ってございます。  

 そして、そういった関係機関が受けとめていくための後方支援の役割として、柱２で

も述べさせていただいたように、児童発達支援センターの機能といったものを高めてい

く必要があるのではないかと考えてございます。  

「論点」も、今の話と重なりますけれども、まず乳幼児期につきましては、障害発達

に課題のあるお子さんは、地域の保育、教育の中で支援が受けられる体制をどう整理し

ていくのか。そういった中には、先ほどお話がありました保護者の支援、受容について

どう受け止めていくか、あるいはそうしたことがどんな成長につながっていくのかとい

ったことも含めた児の保護者、あるいは他の保護者に関しての理解促進といったものも

重要だと思っております。  

 小学生、中学生等につきましては、課題のところでも述べさせていただきましたとお

り、インクルーシブな社会参加の推進といったものを、どういった形で考えていくのか

といったところを課題として挙げさせていただいております。  

 また、その先の成長に伴って、今度は地域で自立して生活をしていくといった体制を

どのようにつくっていくのか。こういったところについても「論点」として整理をさせ

ていただいているところです。  

 説明については以上になります。  

 

○小澤部会長  

 この３番目の柱は、これまでの計画以上に今後のことでとても重要な柱だと思います。

というのは、私は中村委員からの柱の３つの説明にあった、福祉以外の分野の方をいか

に巻き込まなければいけないのかという話とも実は関係する場所でございまして、そう

いったことも含めてご意見をお伺いする必要があるかなと思って、今、説明を聞いてお
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りました。  

ここのところに関しまして、まだまだこれから詰めなければという課題が多々ある場

所なのですね。なので、いろいろご自由に意見をいただいて、その上で考えなければい

けないことを整理していこうといったことも考えております。この３番目の柱は、どう

しても質疑の時間をお取りしたかったので、柱２つのほうを少し進めさせていただいて、

この最後の３番目のところをいろいろな角度でご意見をいただきたいというのが私の思

いです。よろしくお願いしたいと思います。  

 市野委員、どうぞ。  

 

○市野委員  

 先ほど柱１、２のときから、皆様の意見を伺いながら、つらつらと私の息子を育てて

いたときのことを思い返していたのですけれども、うちの息子はどちらかというと、障

害が重く、生後半年くらいのときに何らかの障害があるともう言われていましたので、

どちらかというと、障害受容が早く、その教育を受けさせる段階でもよかったのですが、

この「現状と課題」のところの保護者支援という部分なのですけれども、保護者支援と

いうのは、例えば両親が、この子は障害があるのではないかと思っていても、おじいち

ゃんやおばあちゃんにそれを言えないとところがありまして、おじいちゃんおばあちゃ

んが受け入れてくれなければ、両親が受け入れるわけにはいかないという家庭がありま

す。ですから、この保護者支援というのは、非常に幅が広いのかなと思っております。  

 例えば受け入れようかなと思った段階でも非常に葛藤を抱えるもので、私自身もカウ

ンセラーの人に愚痴のようなことを何度も何度も聞いてもらって自分で納得をしてから

受容をしたという経験がございますので、この障害を受容するというとば口のところが

一番大事なのかなと思っております。  

 そのことが早く受け入れられることによって、幼児期、学齢期と、そういう障害に対

する教育というのが、年齢に応じてそのときにしか獲得できない生活スキルなんかもあ

りますので、そこをスムーズに教育が進むように入口のところを大事にしていただけれ

ばなと思います。  

 

○小澤部会長  

 ありがとうございました。ご体験を含めてお話をしていただいて、その入り口という

ところで、こういう対応だったらすごくありがたかったとか、何かそういうのって、も

しあればいかがでしょうか。  

先ほど相談支援体制とか、いろいろ議論はしてきたのですけど、普通に考えてみると、

どういう受けとめが何か入り口として一番いいのかなと、もしご提案があれば、逆にお

伺いさせていただくと、これまでの計画に実はなかなかないものですから、そういった

当たりをうまく盛り込めることができないだろうかと思ったのですけど、何かご経験か

ら何かやることはありますでしょうか。  

 

○市野委員  

 うちの息子はもう３２で、もう３０年以上前、３１年くらい前の話なので、その当時

はまだこういう相談支援などが全くなかった時代でした。その当時世田谷に住んでいた

のですけれども、育成相談所という相談所が１つしかなかったものですから、反対に言

うとワンストップだったのですね。ですから、そこに行くしかなかったということもあ

りますけれども、反対に言えばそこが頼みの綱だったというところがあります。  

そうすると担当してくださる先生というのもお１人が、カウンセラーの先生が専門で、

毎回毎回同じ先生がついてくださったということで、やはり受容するに当たっては、そ
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ういう担当の方との信頼関係ということでだんだんと親が心を開いていくのかなと思っ

ております。ですからこういう児童発達センターですとか、障害児相談支援事業所です

とか、通所支援事業所とか、相談支援事業所というのが幾つも幾つもあるかもしれない

のですけれども、今さら何を言っているのと言うかもしれないですが、ワンストップと

いうのもなかなか魅力的なのかなと思っております。  

 

○小澤部会長  

 ありがとうございました。だんだん制度が進みまして、多分、今は受容を中心にプラ

ンニング相談が多くなってしまっているので、さっきの人材育成とも関係するのですけ

ど、この障害受容という部分で言えば、何か全体的にその現実のサービスとはさておい

て、それをまずは受けとめつつ、一緒に考えましょうみたいな、そういうトレーニング

ができるような窓口を。  

どうも何かプランニングの話とは別の話になっているので、そういったところをちゃ

んと仕分けしていかないといけないかなと思って聞いていたのです。  

お１人の方で全部やるというのは、それは理想なのですけど、通常は人材育成でも相

当困難で、何でもかんでもまずはまずカウンセリング理論みたいなことがきっちりでき

ていく上で、かつ計画もちゃんとつくれてという、多分現在の状況から察すると、そう

いう人材もいなくはないのでしょうけど、相当に厳しいなという状態ではあります。そ

のあたりを、場合によってまずはワンストップでいろいろな角度でお話をお聞きする場

と、それからいわゆる国の制度が求めているプランニング型の話とちょっとすみ分けつ

つ、連携をとりつつ、そんな感じの仕組みを構築しないと。というのがお話を聞きなが

ら思ったので、貴重なご意見です。多分一番最初の入口は相当に大変だと思いますし、

先ほど宇田委員の話にも、何かそもそも気になるというレベルの話であって、障害があ

るかないかという話にいかないと。このあたりの話にうまくかかわれるような場所をセ

ッティングしないといけないということかと思うのですね。  

いろいろご意見をいただいて思ったのですが、ほかにいかがでしょうか。森本委員。 

 

○森本委員  

 皆さん、同じような意見を出されていると思いますけれども、私の息子、筋ジストロ

フィーで、息子が６歳のときに初めてわかったのですけど、突然、あなたの子どもが病

気ですとはっきり事実を突きつけられる。それまでは普通に生活をしていたのに、ある

日突然、自分の子どもが障害者だと言われて、そこからすごく大変でした。たまたま海

外でずっと生活していたので、日本のことがよくわからない部分があるのですけれども、

１つは先ほどのどう受け入れるかというときに、やはり親同士の連携というのはすごく

大事です。例えば今のいろいろなプランというのは、区１人対１というのですよね。１

人のお子さんの家庭という、その区と１の関係ですけど、実際は例えばうちの息子で言

うと、同じような病気を持った人の集団というのがやはりそれなりにあって、そこの人

たちは順番に毎年、年とっていきますので、私たちはこうだったと、そういう情報を次

に伝えていくことができるのですよね。ただ、そこは病気ごとに限定されているとか、

すごく小さな組織でやっているので、もしそこに区がもう少しサポートする形で親の横

連携をサポートしてもらえるともっとインクルージョンにつながってくるかもしれない

です。どうしても孤立しがちな１家庭を塊として見るような仕組み。あなた１人ではな

いよというのを区がサポートしてくれるような仕組みがあってもいいのではないかと思

っています。  

 以上です。  
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○小澤部会長  

 ありがとうございました。今のお話なんかは例えば「論点」で、場合によっては「検

討事項」で、例えば親御さんのピアサポートみたいな。それをいかに逆に行政として支

えるかという。  

それは結構ほかの領域でも議論がありまして、たまたま僕は板橋区でクラブハウス活

動をやっている団体に親しいのですけど、あれ何かは精神の方々の全くインフォーマル

な話ではあるのですけど、それを板橋区としてそれを何らかのサポート体制を整えると

いう。だから今のように、場合によってはストレートに区が前面に出る話だけではなく

て、親の方のさまざまな取り組みを、ピアサポートを何か支えるような仕組み。これや

はり確かに一番重要な、特に非常に共感性とか、共有しないといけない、第三者が簡単

に言えないようなことも共感できるような方でないと非常に難しいと思うので、それは

非常に重要なことだと思います。場合によっては「論点」に入れていただいたほうがい

いかと思って聞かせていただきました。  

 

○宇田委員  

 先ほどもお話しましたように、相談支援事業所で相談に乗っている方が３００名ぐら

いいるのですけれども、やはり先輩のお母さんのお話を聞きたいという方たちがいます。

特に小さいうちは障害種別ではないのですよね。子育ての偏食がひどいのだということ

の悩みであったり、就学に向けてすごい集団の中に入っていけるのかしらと心配を持っ

ていたり。心配ごとグループみたいなそんな感じですので、ペアレントメンターの活動

ができないかなと、相談支援でバックアップできないかなということで、いろいろなと

ころを調べたのですけれども、やはりどうも東京はないのですよね。 TOSCA まで聞いて

助言を求めたのですけれども、紹介できるところはないというお話になったりして、結

局、遠方の全国ペアレントメンター研究会にお願いして、助言を受けるぐらいにとりあ

えずはなってきているのですけれども、今、１００名ぐらいの方が登録していて、日常

的に集まる茶話会とか、勉強会とか、ペアカウンセリング研修というのを始めているの

です。人がすごく不特定多数で出入りするという東京の固有の課題もありながら、でも、

地域特性の情報が親の中で結構積み重なっていくというのは実感として得ています。  

足立区ではペアレントメンターのグループを立ち上げて、区が助成金を出していると

いうお話も聞いたりしていますので、何かそういう取り組みも少し区の全域にわたって

できていけるといいのではないかなとは思っています。  

 

○小澤部会長  

 ありがとうございました。そういうほかのところではこういう取り組みがあるという

情報はぜひ寄せていただきますようお願いします。ペアレントメンターは非常に重要だ

と思います。ピアカウンセリングというと、どっちかというと障害当事者をイメージし

てしまうので、ペアレントメンターだと多分親の方同士が既にかなりキャリアというか、

経験を積んだ親の方がメンターになって、何らかの助言を行いますよみたいな、そうい

うことだと思いますので、非常にそういった取り組みも論点に入れていただいて、最終

的にそれが本当にうまくいくかどうかは別。中野区としてうまくシステム化できるかど

うかはまた今後の検討事項なのですけど、ちょっと留意事項としては入れていただいた

ほうがいいですね。せっかくこの「現状と課題」の中で指摘している課題なので。それ

に対して区が前面に出るような相談体制だけでうまくいくわけでもないという、そうい

ったところが「論点」のとても重要なところだと思いました。ありがとうございました。  

 ほかにいかがでしょうか。そしたらお二方から。下田委員から先ですね。どうぞ下田

委員。  
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○下田委員  

 皆様のお話、うなずきながら聞かせていただきました。副籍制度なのですけれども、  

副籍制度の目的として地域の学校との交流、地域とのつながり、維持継続を図るという

すごく立派な目的なのですけれども、なかなか跳び込めない子もいるようです。区では、

直接交流を望んでいる方の把握ができているのですか。  

 

○小澤部会長  

 よろしいでしょうか。今、ご質問ですので、よろしくお願いします。  

 

○石崎教育委員会事務局（学校教育担当）副参事  

 副籍制度につきましては、１人１人にお伺いをして、どのような交流が望まれるかと

いうことをお伺いしています。今、数が出るかというと、出ないのですけれども、それ

ぞれのご希望を把握して、それに沿った交流を進めているところではございます。  

 

○小澤部会長  

 よろしいですか。  

 

○下田委員  

 理想としては、地域に声をかけていただけたらいいのですけど。どうしたものかなと。  

 

○小澤部会長  

 ありがとうございました。柱３はこの資料２－３を見る限り、どちらというと、障害

をお持ちの方やその親御さん中心の話になっているのですが、当初冒頭中村委員が指摘

した事項がありまして、周りは何を考えるべきなのかという社会意識がすごく弱いとい

うことですね。  

私も実は施設反対運動廃止委員会を大阪府時代にやっていましたから、正直言うと、

どんなきれいごとを書いても、無茶苦茶な状態がありますよね。やまゆり園の問題も実

はそこに謎が潜んでいたりとか。  

そういう実態を見たときに、どういうふうに変えていかなければいけないのかは、柱

３に入っているだろうと。だから逆に言うと、これ冒頭申し上げましたように、物すご

く広くて重い課題が潜んでいまして、ほかのはどのみち何らかのプランニングを策定す

る話なのですけど、実はこの問題のもっとも根源にあるのは、一般の人の社会意識とか、

それをどう見るかといったものだと思っていまして、今のお話はすごく大事なところだ

と思うのです。今、インクル－ジョンの逆現象って起きていますよね。例えば放課後デ

イが盛んになっているから、むしろ学童に行くぐらいだったら放課後デイに行くとか。

それから特別支援学校高等部への入学が大量で、もう教室が足りませんと。本来的に言

えば逆で、年齢が上がれば上がるほど一般学校のほうに行っていただきたいと思うので

すけれども、現象としては真逆の現象が起きているとか。そんな状況の中で、この柱３

ですので、実質プランニングというイメージよりも、もう少し何かこういう考え方でや

はり社会意識を変えなければいけないとか、そんなことを本当に考えないといけない時

期かなと思っています。  

 私、東京都の差別解消の地域支援協議会の委員長をやっているものですから、どんな

にきれいごとを言っても、現実問題起こってくる課題は山のようにありまして、それに

関してどう取り組んだらいいのかというのは、実はそちらのほうでも悩みの種なのです

よ。これはあくまでその障害をお持ちのお子さんや親御さんが地域社会にどう入り込む
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かというのが中心に記載されているのですけど、地域社会がどう変わらなければいけな

いかという記載と変える方策はなかなか難しいですけど、何か示さないといけないかな

と、そういう思いで聞かせていただきましたので。どうもありがとうございました。  

なので、それがもっとも重要事項の１つだと思います。ちょっと何らかの論点か何か

で今のような話を含めて、やまゆり園の問題も今、そういった問題でいろいろな議論が

あるのですけど、そのうちの１つの議論はそういう問題を含んでいますよね。そんなこ

とも思いました。極めて大事な論点だと思いますので、追加していただけたらと思いま

した。  

 ほかにいかがでしょうか。先ほど伊藤委員が手を挙げましたね。あと中村委員と松田

委員。では、伊藤委員。  

 

○伊藤委員  

 まさに同じようなところで考えていました。やはり受けとめとか、入口とかも含めて

非常に大事とは思うのですが、やはりこうなると教育の中のその連携というところにつ

いては、どのように今、考えていくのかということが大事ではないかなと考えます。い

わゆる定形発達と言われているお子さんたちの教育こそが大事で、そこの底上げをする

ことで、いわゆる障害を持っている子どもたち、それから保護者も含めて、まともに生

きていく、そういう土台ができてくるのだろうと思っています。  

 全国的にもう障害理解のための取り組みということで、見えるような、肢体不自由で

あるとか、視覚とか、聴覚とか、そういった理解ではいろいろな実践事例があるようで

すけれども、なかなかわかりにくい障害も含めて、教育の部分とも、こうなると連携を

していかないと難しいのかなと思うのです。  

ここに「論点」として書かれているのですが、中野区としては、今、教育の部分とは

どのような連携でどんな取り組みがなされているのか教え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。確かに「論点」に出ておりますので、障害理解、共同学習。

具体的にもし何かお答できることがあれば、よろしくお願いしたいと思います。  

 

○石崎教育委員会事務局（学校教育担当）副参事  

 なかなか教育の中で理解を促進するというのは難しいところもあります。今、一番わ

かりやすいというか、障害も１つの個性だということでの取り組みとしては、オリンピ

ック・パラリンピックがありますので、そこを契機として、端的に言えば、パラリンピ

ックのパラリンピアン等を招聘して、ただ単に競技を見せるだけではなくて、そこに至

る思いであるとか、生きざまであるとか、そういったことも含めた中での教育を通して

さまざまな人がいるということを教えていくということを今の時期としてはやっている

というのが現状です。  

 そういった意味では、特別支援教室を昨年度、全小学校に導入して、なるべく取り出

すのではなく、自校の中でともに生きていくということで、担任とも教員同士も連携を

図りながら進めていくという教育も進め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。多分、ほかの市区町村での取り組みとか、そんなことも含

めて、場合によっては情報を集めていくし、また、委員の皆さんもそんな観点で情報を

いただければと思います。私も別のところで例えば出前講義みたいなことを熱心におや
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りになっている自治体があったりとか、それも精神の方とか、発達障害の方とか、普通

よくわからない課題をその当事者の方がお話に歩くとか、そんなところも取り組みとし

て聞いておりますので、場合によってはいろいろなノウハウがあるかと思います。その

あたりはちゃんと情報収集した上で、共同学習とか障害理解の取り組みをさらに。こち

らも最終的な論点としては、そのあたりを例示するとか、示すとかというのが必要にな

ってくるかもしれないですね。  

 

○森本委員  

 やはり基本的に区として新しい取り組みをしたときに、振り返ってやりっぱなしにな

らないようにすることが多分一番重要だと思いますので、今、言われたようなことが、

本当に区として情報として上がってきて、そんなことがないようにしていく仕組みを区

として持っていれば、それはそれで回っていくと思うのです。新しい取り組みで頑張っ

ていても、それどうなのというそれで終わってしまうと、何も多分変わらないままだと

思います。そういうＰＤＣＡを回す仕組みをぜひ区として持ってほしいなと思います。  

 

○小澤部会長  

 ありがとうございました。今の話は、どちらかというと、理解教育をやって、その後

どうなったかという、そういったフォローアップも含めて十分検討してほしいと、そう

いったご意見と受けとめてよろしいでしょうか。ありがとうございました。  

 あと、お二方から手が挙がっていまして、もう大体それで時間になるかなと考えてい

たのですけど。中村委員と松田委員から手が挙がっていましたので、では、中村委員か

らどうぞ。  

 

○中村委員  

 区としての取り組みとそれから障害児というその限定された取り組みでは、なかなか

意見が言いづらくて、どうやって整理してお話しようかなと、相当悩みながら発言して

います。  

 まず、いろいろな話を聞く中で、やはりさっきやまゆり園の話がありましたけれども、

障害があることが不幸とか、かわいそうという、いわゆる優性思想の根本的な根底にあ

る思想問題というのが、非常にこの障害分野では大きな背景になっているかと思うので

すね。特にこれは当事者やご家族に対しての支援体制ではなくて、先ほどから何回も繰

り返されているように、社会をどう変えていくかという大きな課題にチャレンジする計

画になるかと思います。  

 特に私、思うのですけれども、子どもの教育の問題で、よくインクルージョンという

のは使われ始めたのだろうと思うのですが、特別支援学校とか、教室が非常に盛んにな

っている。これは子どもの問題ではなくて、親が原因とも思えるのですよね。これは当

時者の親ということも、もちろん１つは要因があるのですけれども、そうでない人たち

の親御さんたちが原因をつくっているという側面があって。いろいろなところでつらい

目に合ったりということが現実問題として起きている。  

したがって私は年齢の適正というのはとても配慮しなければいけないと思うのです

けれども、ある一定年齢からはやはりいじめとか、虐待につながるケースがあるのです

が、本当に小さいときに一緒に育つ環境がもし整えられたら、最も弱い立場にある人と

か、それから特別に支援というか、お手伝いが必要な人たちへの配慮とか理解が、いか

に豊かな社会づくりに役立っているかという教育につながらないかなといつも思うので

すよね。  

ですから本当に小さいときに障害がある人というのは、障害という認識を持たずにつ
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き合える関係ができるものですから、ちょっと変わった子だなということでつき合って

いくと理解が進んでいく。ここができないからちょっと手伝おうよという環境が生まれ

て、そういう人たちが大人になっていくと、世の中が変わっていく。大きな視点で社会

を変えていく仕組みを区の中でモデル事業として何かつくれればと思います。  

 

○小澤部会長  

 ありがとうございました。多分就学前の保育園とか幼稚園の状況から察すると、今、

中村委員がおっしゃったようなかなり別の意味での理解教育をいかに進めていくのかと

いうのがとても問われてくるのだなと聞かせていただきました。  

 でも、就学になってくると、私も非常に悩ましいのですが、かなり制度設計とか、あ

るいはさまざまな行政の違いとかといろいろ登場してきてしまいますので、実はその早

い時期にどういう感じでまさにこのテーマのとおり、インクルーシブな環境でそういう

育ちをしていくのかとかということは、計画といっても理念部分なので、そういったと

ころはちゃんと記載しておくというのがとても大事なことかなと思っておりますので、

またいろいろとご意見を踏まえた上で、少し検討させていただきたいと思います。よろ

しいでしょうか。  

 そしたら松田委員で大体もう時間がきてしまうので、では、松田委員で一応締めくく

りにしたいと思います。よろしくお願いします。  

 

○松田委員  

 締めくくりになるような質問ではないのですけど。私のところは成人の方の相談を受

けている相談支援事業所ということになるので、これからお話することは場違いになっ

てしまうかもしれないです。  

高校生から成人に対しての引き継ぎとか、その辺の流れのことなのですけれども、課

題のところにも書いてありますけれども、どういうふうに成人になっていくかというと

ころでは、大学に行く方、でも行かない方もいらっしゃる。就労する方、就労しない方

もいらっしゃる。何かしらの福祉サービスにつながる、つながらない方もいらっしゃる

という方が少なからず確かにいらっしゃるのですよね。その方のことをしっかりと書い

ておかないと、その方たちはそのまま卒業した後は、学校という集団から離れて、親御

さんともども地域の中に入っていく。埋もれていってしまう。そうすると地域の中で孤

立するか、地域の中でうまくやっていくか、どっちかしかなくなってしまって、恐らく

うまくやっていく力はなく、地域にも受け入れていく力は多分ないという状況が起きる

のではないかと思っています。  

したがってこの「現状の課題」のところには、そういった方々のこともしっかりと書

いていただいたりとか、また、そういった方々をサポートするというのが、やはり福祉

サービスの事業所ではなくて、やはり行政の役割というのですかね、最後のところです

から。そういったことなのかなと思っています。  

以上です。  

 

○小澤部会長  

 ありがとうございました。基本的にはこの資料２－３は今の時代を反映しておりまし

て、高校では終わっておりませんので、成人も今や教育はかなり高等化が図られていま

して、４年生大学どころか、大学院にもいろいろな方がいらっしゃる時代でございます。

その意味で言うと、少なくとも仮にそのような高等教育でも何でも、教育とつながって

いるところまでの責任は私のその立場ですので、責任は負ってはいるのですけれども、

それ以降の話になったら、今のご指摘のとおりで、どうなってしまうのだろうというの
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が実はあります。  

だからそこあたりも、今回、資料２－３の最後の右の下の「論点」のところにも何と

なくざっくりとは書かれているので、こういった話も、今のようにもう少し論点を再整

理して、どのような形での取り組みやどういう形のフォローアップが必要になってくる

のだろうかというところも。今回、障害児とは言っていますけど、原則はそのライフス

テージに応じた支援システムですので、そういったところで、この右側の一番最後の部

分あたりは少し検討させていただきたいなと思ってお話を聞かせていただきました。  

 というところで、大体本日の「論点」は総論から始まりまして、３つの議題ですけど、

何とか時間的なところはここまででおさめたいと思っています。  

 ただ、もちろんこれ今日でとてもではないですけど、終わるようなテーマでは全然思

えませんので、いろいろとまた「論点」とか、「現状と課題」を見ていただいて、やはり

こう考えたら中野区ではどうだろうかみたいなことをお寄せいただくと、物すごくあり

がたいなということです。今日指摘いただいた意見や課題は、正直言って中野区だけの

問題ではなさそうな課題がたくさん潜んでいますので、基本的には障害の子どもさんを

含めてどう支えなければいけないのかは、ほかのところでも同じように悩んでいる課題

ですので、ぜひいろいろご意見を寄せていただきたいと思います。その上で最終的には、

できる限りほかのところから見てもこれはさすがに中野区だなと思われるような計画に

したいと、率直な思いです。その意味でもご意見を、その後もずっと出していただいて、

事務局にお声を寄せていただければ整理し直して、また事務局も悩んでいらっしゃいま

すから、いろいろな点でありがたいと思います。  

 以上で一応本日の用意した議題は終了ですが、「その他事項」につきまして、事務局、

よろしくお願いします。  

 

○神谷子ども教育部、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）  

 本日お配りさせていただきました資料４－１から４－３でございます。こちらにつき

ましては、「障害児通所支援等に係る事業所調査」についてでございます。１つが、通所

支援の事業所、そしてもう１つが、相談支援の事業所の調査でございます。調査期間が

６月２０日から７月１１日となってございまして、今、調査の中身をゆっくりごらんに

なるお時間がないかと思いますので、ごらんになっていただきまして、何かご意見等ご

ざいますようでしたら、こちらの調査票の中に、当該分野のメールアドレス等が載って

ございますので、そちらにご意見をお寄せいただければと思ってございます。来週いっ

ぱいくらいでお寄せいただければありがたいと思っておりますので、お手数ですが、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。事業所から見て、どう把握するかというのは、多分初めて

のことだと思いますので、ぜひごらんになっていただきまして、調査実施が６月２０日

ですけど、一応１週間くらいの時間的猶予はとれるということでございましたので、来

週の金曜日まで事務局にここのところはこういう聞き方のほうがいいのではないかとか、

この項目よりはこういった点がいいのではないかと意見をいただければと思います。あ

まり大がかりな修正だと、多分これを持って印刷が入りますので、できればそういった

ちょっと一定程度微修正か、あるいは追加修正くらいのものであれば、ぜひご意見をい

ただいた上で、その修正の上、調査実施に入りたい。こういうことでございますので、

よろしくお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。  

 そうしましたら、あとは次回の日程案内ということですが、今度は７月１４日という
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ことでありまして、実は今日も多岐にわたって。中心となるテーマは子どもなのですが、

子どもということ自体が多岐にわたっていますので、実は今日は４つの審議議題があっ

たのですが、次回も実はかなり幅広いところを審議しなければいかないということでご

ざいますので、場合によっては皆さんに事前資料が届いて、かなり事前に目を通してい

ただいた上で論点を整理して審議を進めるという可能性もありますので、よろしくお願

いしたいと思います。  

 

○事務局  

 事務連絡です。郵送にてお配りさせていただきましたけれども、第２回健康福祉審議

会の全体会の日程が９月２６日火曜日に決まりましたので、ご予定いただきますようお

願いいたします。  

 以上です。  

 

○小澤部会長  

 よろしくお願いいたします。全体会の日程が決まりましたということでございますの

で、少なくともこの全体会に向けては一定のまとめを出さなければいけないという、非

常にハードな感じはしますけど、皆さんもぜひご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 以上をもって、本日の審議会を終了したいと思います。ご協力ありがとうございまし

た。  

 

――了――  


