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第８期中野区健康福祉審議会  障害部会（第５回）  

 

開催日    平成２９年７月１４日（金）午後７：００～８：５０  

 

開催場所   中野区役所    第１１・１２会議室（９階）  

 

出席者  

１．障害部会委員  

出席者  小澤  温（部会長）、本名  靖（副部会長）  

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

松田  和也、森本  紀朗  

 

欠席者  市野  由紀、中村  敏彦  

 

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）  菅野  多身子  

 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  

 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５回の健康福祉審議会の障害部会を開催します。  

最初に私からの挨拶ということにはなっているのですが、今日は審議内容が結構盛り

だくさんでして、そちらに十分時間を割いたほうが望ましいのではないかと思います。  

本日の議題は２点です。ただ１番目の審議内容がかなり盛りだくさんであります。そ

ういったことも含めて、意見交換の時間をとるためには、説明が本日は手短かになりま

すから、皆さんのほうはもし説明を聞いてご不明点があれば質問していただくという形

で対応させていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。  

７月のまだ初めだというのに、本格的に暑いので、皆さんも体調を壊さないで、ぜひ

この計画をよりよくしていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。  

まだお見えでない方もいますけれども、時間になったということでございますので、

このまま進めさせていただきたいと思います。  

では、引き続きまして、事務局より配付資料の確認ということがございますので、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。資料の前に７月１日付で障害

福祉分野の副参事が異動になりましたので、初めに副参事からご挨拶をさせていただき

たいと思います。  
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○菅野健康福祉部副参事（障害福祉担当）  

皆様、こんばんは。７月１日付で障害福祉担当副参事に着任いたしました菅野と申し

ます。どうぞよろしくお願いいたします。この健康福祉審議会のもう１つの部会には出

席しておりましたけれども、障害福祉部会として初めてということですので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。  

 

○事務局  

 本日、中村委員と市野委員なのですけれども、お二人は欠席ということでご連絡いた

だいております。よろしくお願いいたします。  

 では、資料の確認をさせていただきたいと思います。お配りさせていただいています

次第の裏面をごらんいただきたいと思います。本日の配付資料ですけれども、資料１が

「地域生活の継続の支援について」、資料２が「入所等からの地域生活移行について」。

お配りした資料は２部ということになります。そのほか参考資料として１から３を配付

させていただいております。資料の不備はございませんでしょうか。  

 では、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。資料の確認をしましたけれども、大丈夫ですね。そうしま

したら早速本題に入りたいと思っております。  

まず最初に１番目の審議事項になります。皆さんのお手元の次第に沿って進めていき

たいと思います。  

審議事項の１番は「地域生活の継続の支援について」ということでございます。これ

に関しまして、まず最初に事務局の説明をいただいた上で、その後の意見交換、質疑の

時間をとっていきたいと思います。そうしましたらまずは事務局説明をお願いします。  

 

○菅野健康福祉部副参事（障害福祉担当）  

 それでは資料１につきまして、ご説明をさせていただきます。  

 こちらについては課題を中心にご説明をさせていただきますので、よろしくお願いい

たします。  

 １番の「個別サービスについて」、「（１）障害福祉サービスの提供」の課題につきまし

ては、平成３０年４月に一人暮らしを希望する知的障害者・精神障害者を支援する「自

立生活援助」及び在職障害者への課題解決を支援する「就労定着支援」が開始されます。

国の動向を注視いたしまして、来年度の実施に向けて準備を進める必要がございます。  

 次に「（２）地域生活支援事業の実施」でございます。①の「移動支援事業」の課題に

つきましては、１点目がサービス決定量に対して利用率が６１．４％という実態を鑑み

ますと、利用できない要因の分析と、障害者や保護者へのアンケート調査などニーズに

応じた適切な必要量の見直しが必要でございます。  

 ２点目は通学、通所、通勤などについて必要な場合は移動支援の対象とすべきなどの

声があり、検討を進める必要がございます。  

②の「手話通訳者等派遣・手話通訳者等養成事業」でございます。課題につきまして

は、社会の中で手話ができる人を増やしていくことが求められており、今後いかに多数

の手話のできる区民及び手話通訳者を養成していけるかが課題となってございます。  

 次に、「（３）多様化する障害・ニーズへの対応」、①「重症心身障害児（者）在宅レス

パイト事業」でございます。こちらは中野区におきましても、平成２９年度から新たに

１８歳未満の医療的ケアが必要な障害児を対象として拡大をいたしました。  

対象者が拡大されたことによりまして、潜在的なニーズのあった対象者へサービスの
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向上が期待されますが、引き続き利用者の声を反映いたしました施策展開が必要になっ

ております。  

 ②の「日中活動（通所事業）へのニーズの変化」でございます。課題としまして、１

点目が「通所後の活動を支援するサービスとしての移動支援の活用の検討」です。通所

後の活動を支援するサービスとして、移動支援事業が日中活動の通所後の活動の場の受

け皿として活用される傾向が次第に高まっております。こうした活動などを参考にグル

ープ支援型の移動支援サービスなどの検討を行い、日中活動後の支援の拡充を図る必要

がございます。  

 ２点目は、「日中活動後の居場所」です。タイムケア事業は区単独事業として生活介護

の事業所で実施しております。民設民営事業所におきましては、実績に応じて、経費の

一部を区が補助しております。区においては補助額や制度設計の検証が必要となってお

り、また、各施設における送迎車の運行につきましては、タイムケアに振り向けられる

よう回数を増やすなどの対応を検討する必要がございます。  

次に、２番の「支援体制・基盤について」でございます。  

「基幹相談支援センター機能の拡充」として、「（１）相談支援の質の向上」などが重

要となってございます。  

 ①の「計画相談支援の進捗状況」でございます。平成２８年度末現在、作成率は９４．

４％となっております。計画相談支援はほぼ完全実施に近い状況になっておりますけれ

ども、今後はセルフプラン作成者につきまして相談支援事業所による計画相談支援への

移行を図る必要がございます。  

 また、計画相談に結びついていない利用者は、視覚障害者と区外通所系サービスを利

用する精神障害者が７割を占めており、こうしたサービス利用者に対する計画相談を提

供することができる相談体制の整備が必要となっております。  

 ②の「相談支援やサービス利用計画の質の向上」です。計画相談の実施体制は整いつ

つあるものの、サービス等利用計画の内容やモニタリング期間にバラつきがある、また、

サービス担当者会が思うように開催されないなど計画相談支援の質の向上を図る必要が

ございます。  

 ③の「専門相談の拡充」です。高次脳機能障害者への支援につきましては、高次脳機

能障害に対する理解の不足により適切な支援が受けられないという声が寄せられており

ます。課題といたしましては、高次脳機能障害に対する理解を促進していく必要がござ

います。  

次に「発達障害者への支援」の課題ですが、障害児支援所管と連携強化を図るために、

特に特別支援学校高等部卒業時などのライフステージの転換期に支援の充実を図る必要

がございます。  

 「（２）高齢障害者への支援」です。身体障害者手帳所持者の６割以上が６５歳以上の

高齢者であり、手帳所持者の３割は介護保険利用者となっております。また愛の手帳所

持者のうち５０歳以上で障害福祉サービスを利用する１３４人中１０１人の方が障害者

支援施設に入所またはグループホームに入居中であり、親の高齢化によって、地域生活

が困難となっている現状が伺えます。  

１つ目の課題といたしまして、介護保険へのスムーズな移行を支援する仕組みづくり

や、移行時あるいは移行後に相談支援事業者とケアマネジャーが連携を行う体制が必要

となっております。  

 次に、障害福祉サービスの生活介護や就労継続支援Ｂ型と介護保険デイサービスの併

用や共生型サービス事業所などの事業形態の検討も必要になっております。  

 次に、障害者の保護者が急病で入院等が必要になったときの地域の受け皿がないこと

も課題となっております。  
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 「（３）難病患者への周知」です。課題といたしましては、難病患者が円滑に障害福祉

サービス等を受けることができるよう、必要な情報提供を徹底していくことが求められ

ております。  

 ３番の「その他」、「（１）福祉人材の確保・育成」です。課題といたしましては、福祉

人材の確保につきまして、新規開設施設や事業拡大に伴いまして職員の確保が課題とな

っている施設も存在するなどのほか、確保した人材の定着もあわせて進めていくことも

重要な課題となっております。  

２点目が、福祉人材の育成です。各職場で体系的な教育が行われていない場合も多い

ことから、基礎的な技術面や福祉の役割の重要性などを習得する必要がございます。  

「（２）地域共生社会の実現に向けた取組」です。  

平成２９年３月に高齢者を対象といたしました「中野区地域包括ケアシステム推進プ

ラン」を策定しました。区が目指す地域包括ケアシステムは高齢者だけではなく、障害

者や子育て世帯など対象を全世代、全区民に広げて段階的に取り組んでおります。「検討

の進め方」ですけれども、健康福祉審議会におけます健康福祉総合推進計画の検討にお

きまして、地域包括ケアについて議論いただきまして、平成３０年度に中野区地域包括

ケア推進会議におきまして関係団体の方とともに推進プランの見直しを行いまして、平

成３１年度から拡大できるよう取り組んでまいります。  

資料１のご説明については以上です。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。資料１に関しましては、細かい点に関してよりもむしろポ

イントを中心にということで説明をお願いしました。質疑の時間を長めにとりたいとい

うことで考えておりますので、まずは審議事項１番の地域生活支援に関しては、以下３

０分程度質疑の時間をとらせていただきたいと考えています。  

 その後の進め方も今、お話しますと、２番目も説明を短めにお願いしております。そ

の後、また３０分程度の質疑の時間をとります。この１番と２番は関係が深い課題でも

あるので、最終的には両方あわせての質疑の時間を含めてと考えておりますので、まず

は、ただいま１番目の説明に関しまして、ご意見、ご質問があればお伺いしたいと思い

ます。よろしくお願いしたいと思います。  

 いかがでしょうか。単なる質問でも構わないかと思いますが。  

 

○松田委員  

 この計画というか、この障害福祉サービス提供の部分について１つ質問させていただ

きます。ここに書かれているのは、障害福祉サービスの提供とか実施の内容について書

かれていると思うのですが、障害者全体を見ていったときには、このサービス自体に寄

れない方もいらっしゃるのではないかと思っています。  

これは後からの地域移行のほうにかかわってくるのですけれども、例えば通所施設に

入れないとなかなか地域で生活ができなかったり、グループホームに入れなかったりす

るという現状もあるところで、そのサービスに寄れないような方々に対しての支援とい

うのはどのようにお考えになっているかをお聞きしたいと思います。  

 

○小澤部会長  

 これはご質問になっていると思います。もし何か事務局のほうでお答はありますでし

ょうか。よろしくお願いいたします。サービスに寄れない方々に対してどういうアプロ

ーチを考えているのかということだと思うのですが、よろしくお願いします。  
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○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 グループホームにつきましては、区内の絶対数が不足をしているというのがございま

す。精神については、通過型しか引き受けていない状況でございますので、それについ

て区としてどういう支援ができるのかというのを含めてグループホームも考えていかな

ければいけない。  

また、身体知的型につきましても、こちらの資料にも課題として挙げてありましたけ

れども、介護者の高齢化という問題がございますので、その対応というのが必要かと思

っております。  

 通所施設につきましては、例えば医療的なケアであったりとか、あと状態によってな

かなか受け入れが困難な方もいらっしゃいます。遠くまで通うというのが難しいという

のがございますので、居宅との組み合わせにはなるのだと思いますけれども、個別の特

別なニーズというのはなかなか拾い切れないというのが現状でございますので、その辺

は相談支援事業所の方と相談しながら、どういった対応が一番できるのかという、これ

だったらできるというのがあれば、ご紹介をしていく程度にとどまってしまうのかなと

思っています。  

 

○小澤部会長  

 よろしいでしょうか。そうしましたら、ほかに何かご質問、ご意見ございますでしょ

うか。  

 

○上西委員  

 私は通所施設ほかグループホーム、知的障害の分野の施設を運営している者であり、

親でありますので、どうしても知的障害のことでの意見を述べてしまって申しわけない

のですけれども、中での感想といいますか、述べさせていただければと思っています。  

 まず移動支援事業のところで、どうして利用実績のところと支給量に比べて利用実績

が半分なのかということで、支給量は、ある程度の調査結果と訪問を勘案し決定すると

いうことを述べられていますけれども、これは圧倒的にヘルパーさんの不足になります。

ヘルパーさんがどうして少ないかと言いますと、やはり登録ヘルパーだけで仕事は成り

立つことができないということです。それだけで生活できるほどの資金、つまり、給与

が支給できないというところが、一番後ろの「福祉人材の育成」のところにも絡んでく

ると思っております。  

「福祉人材の育成」のところで、ちょうど１４ページになりますけれども、障害者（児）

居宅介護従事者養成研修の開催結果というところで、２事業者のうちの１事業者は私ど

もの法人が事業を行っております。東京都に申請を出し、そして募集要綱等をつくりま

して、場所等決めて法人のほうが独自に東京都に申請を出し、その中で６万円の上限で

すけれども、中野区から資金援助をいただき、大変助かっております。大学の先生方を

講師にお呼びしており、専門的な知識を得る意味ですごく助かっております。研修修了

者数が２６年度、２７年度、２８年度で３４名、３７名、４６名になっておりますけれ

ども、私たちの法人のところで大体約２０名の修了者を出しています。ただ、その中で

登録ヘルパーとして活躍していただけるのが大体３名くらいです。ですので、ほとんど

の方は勉強をして終わりということになります。大学のゼミ等にも声をかけて、確かに

受けてはくださるのですけれども、そこから登録ヘルパーとして活躍される方はこの３

年間お一人もいないというところです。どちらかと言えば、地域の主婦の方とかが、ち

ょっとボランティアの延長みたいなところで、何かお役に立つことができたらというと

ころで入っていただいていることがあります。  

確かに知的障害の人たち、障害のある人たちを社会の中でわかっていただけるかとい
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うところで、座学の部分では本当はとてもいいことだとも思うのですけれども、なかな

か実態のところをするとわかりにくい部分もあったりして、本当の人材として育成する

のは難しいことかなとは思っています。とはいえ、大きな入口だとは思っておりますの

で、知的障害の人たちに接したことがない人たちがどういう感想を持って、そしてどう

してわかっていただけるかという過程を経る上でアンケート等を通じて大変勉強になっ

ているということはございます。  

 ちょっと戻させていただければと思うのですけれども、先ほどの３ページのところで、

私としても支給量は足りないという方がたくさんいるにもかかわらず、実際出た数字の

中で半分しか使われていない、使えないということに対して、ちょっと戸惑いも感じて

おります。うちのヘルパーステーションも使いたくて申し込みはあるけれども、ヘルパ

ー不足でお断わりをすることもございます。  

 ２ページのグループホームとケアホームのところ、入居者は２０時間となっています

けれども、本当に家に帰れない人たちの休日の過ごし方がこの２０時間で足りるかと言

ったら、それは到底足りないところで、いろいろなところで工夫をしていることになり

ます。  

 次の５ページのところになります。「日中活動（通所事業）へのニーズの変化」という

ところで、学校に行っているところでは、放課後等デイのサービスの支給決定が行われ

たり、義務教育の支援の利用者なんかも増えていますので、そういう方たちが親御さん

のお仕事を継続できるというところで、移動支援事業の高まりとニーズの高まりになっ

ていますけれども、なかなかグループで出たとしても、作業所が終わって外をうろうろ

として、仕事をいっぱいした後にどこかへ遊びに行くというのはなかなかしんどいこと

です。学校自体に学校が終わってから居場所があるという、定着したところがあること

がそのまま継続されるならば、やはり日中済んだ後、日中どこかに拠点があって、そこ

で過ごすのではないと、なかなかご本人たちが充実した生活を送れないかと思っていま

す。  

 グループ支援型の移動支援サービスは、これは日中活動を行うニーズではなくて、ど

ちらかと言えば、１対１の支援ではなくて、軽度の方たちは休日にお友達関係の中で出

かけるまで少しサポートが欲しいという形もありますので、このグループ支援というの

は休日にすごくニーズが高いと思っております。  

 相談支援のところの充実も相談を立てるということで、親御さんもご本人もサービス

の種類を知るというすごく大きな役割があるように思っております。本当はサービスを

グループホームであったり、作業所であったりというところを超えてやるべきなのです

けれども、なかなか人間関係のつかないところで、あと各事業所の忙しさの中でなかな

か集まり切れないという実情があると思っております。  

あと１１ページになります。「高齢障害者への支援」というところで、愛の手帳の所

持者のところ。やがて親の高齢化、老障介護という形になっていると思うのですけれど

も、介護保険に移行するのが前提で、国の施策が進んでいるのですけれども、障害のあ

る人たち、障害福祉サービスで毎日通っていた者が、介護保険で数日しか外に出られな

くなってしまうと、かえって老化が進んでいます。健常の方たちがお年を召すのと、や

はり知的障害の方たちがお年を召すのでは少し形が違います。そういったニーズの違い

みたいなものも踏まえて、進んでほしいなとは思っています。  

今までの方たちは高齢になっても、割と軽度の方たちが地域社会にいられるのです。

今の６５歳以上の方たちは、重度の方たちは、若いときから入所施設に入って生活をし

ています。今、地域の中で生活できる高齢の方たちというのは、ある程度障害が軽いの

です。ですので、介護保険のほうに移行することもある分、一部的には可能ですけれど

も、これからずっと地域社会で生きてきた重たい障害の方たちがある程度の年を迎えた
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ときに、介護保険ではもう対応できないということは見えているのではないかと思って

います。少し長くなりました。申しわけありません。意見になります。  

 

○小澤部会長  

 ありがとうございました。この資料１の項目に沿って、課題をどう見るかとか、その

背景にどんな課題があるのかということを実践に則しながら、体験に則しながら指摘し

ておりますので、これに関しましては非常に参考にさせていただくような意見も多々入

っていたかと思います。  

 事務局のほうで今のご意見に関して何かお答することとか、あるいはコメントすべき

ことがあれば、お願いしたいと思いますが、何かございますか。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 上西委員のご意見をいただきまして、グループホームに入っている方とそうでない方

と、移動支援の時間が違うと。グループホームでは自宅に帰るだけで一定時間を使いま

すので、それ以外の帰らないときの土日の使い方もあると思いますので、時間の差があ

ることが課題かなと思っております。あと移動支援の利用時間の半分というのがありま

したけれども、絶対数が足りているか足りていないかとかもあるのですけれども、利用

したい時間が重なる方が多いということがありますので、明らかに不足はしている状態

だと思います。  

 あと、仕事をされている方の場合には、ヘルパーの短時間の利用ですね。１時間だけ

使いたいとかといった場合に、なかなか往復の時間を考えると、収入になりにくいとい

うのがございますので、そういった問題もあるのかなと思っております。  

 そして、通所後の生活を見る場というお話がございましたけれども、放課後等デイサ

ービスに比べますと、早く終わってしまうというのが障害者の通所の施設になりますの

で、送迎の問題ですとか、夕方だけの支援員の方をどうするかという問題はあるかと思

いますけども、こちらについても大きな課題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。最終的に計画を策定するに当たって、ただいまのご指摘も

含めて何らかの形で整理して、精査させていただいて、まとめていく作業を行っており

ますので、いろいろとこのデータの背景とか、あるいはこのような記載のさらなる根拠

とかでは、委員の皆さんの目を通しても、ぜひ指摘していただくとありがたいと思いま

した。  

 ほかにいかがでしょうか。  

 

○森本委員  

 すごく素人的な質問というか、考えなのかも知れないですけど、私、民間の会社に勤

めていると、例えば４ページの手話の事業の拡充で手話のできる人を育てるとか、先ほ

ど上西委員がおっしゃられた人材を育てるというようなサービスを提供する側の話とい

うのは、全部中野区さんでやることの意味は当然あると思うのですけれども、それが本

当にサービスを受ける側にとってありがたいのかというと、別に中野区さんが全部やっ

てもらわなくても、適切なサービスを受けられる体制が区として整っていれば、それは

大変ありがたいかなと、正直思います。例えば東京都と中野区との仕事のすみ分けとか、

隣接区で一緒に何か考えてやるとか、そういうふうなことも必要だと思います。多分人

材も十分にあって、人も数もあってというので、今までのやり方でできてきた部分があ

ると思うのですけれども、これだけ労働環境が変わってくると、今までのやり方だと多
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分１個１個の区が独立してやると、変な意味での競争になったりすることもあるので、

何かもう少し工夫があってもいいのではないかと、単純に見て思います。そうならない

だろうと思いつつも、そういうふうな目線がないと、多分これからの行政というかサー

ビスは多分提供できないと思うし、少なくとも民間企業はみんな同じそういう思いでや

っていますから、ご参考というか、そんな次第で考えられたらと思います。以上です。  

 

○小澤部会長  

 ありがとうございました。非常に貴重なご意見だと思います。特に中野区のような状

況ですと、隣の区とか、東京都のエリアですね。東京都との関係とか、あるいは東京都

が設定している圏域との関係とかというのは、普通に考えてもいろいろ交通整理しなけ

ればいけないですけど、これまでの計画づくりがどちらかというと市区町村という単位

でやってきたので、どうしてもなかなか難しい。こういうあたりに壁があるのかなとい

う気がしています。  

何か事務局のほうでそういったことも含めて、何かこれからの行政を超えるような取

り組みのありようとかというのは、考えられることがありそうなことがあれば、ご意見

をいただけたらありがたいと思うのですが。  

  

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 この手話通訳の奉仕員というのは、市区町村の役割として養成をしなければいけない、

手話通訳者の派遣をしなければいけないと国から言われております。ただ中野区だけで

全部は賄えませんので、区内に派遣する場合には中野区に登録をしていただいている通

訳の方。区をまたがって派遣をする場合には東京都の登録の方というふうに活用させて

いただいています。  

また、中野区だけで講習というのを全てやることは難しいです。一定のレベルのあっ

た方は試験を受けることができますので、区の講習会を受けなくても、ほかの自治体で

講習会を受けた方については、中野区の登録の通訳者として働けるということにはなっ

ているのです。ただ、まだまだ連携は確かに弱いかなとは感じています。  

 

○小澤部会長  

 ありがとうございました。これまでどうしても市区町村で計画策定という意識が非常

に強いものですから、今後の広域的な対応について、現実的にどう考えるべきかとか、

そういうのは今後検討する価値は十分あるご意見だと思っております。また東京都でも

計画をつくっているのですが、ただその計画と今度こちらの計画との関係というのは、

そんなにきっちりと調整しているかというと、必ずしもそうでないようなところもある

ので、なかなかこれまでの行政計画のありようそのものも、今のご意見を承りながら、

現実に中野区としてベストなやり方は何だろうというのは、義務計画としての話とは別

枠に少し実務的に検討する価値はあると思いました。貴重なご意見ありがとうございま

した。  

 ほかにいかがでしょうか。  

 

○宇田委員  

 地域生活支援事業は、区が独自で想定していろいろな計画を立てていけるものと理解

しているのですけれども、移動支援なり、外出支援のような事業というのは、ほかのサ

ービスとの組み合わせでいろいろレパートリーがあるように考えていく柔軟性が必要で

はないかと思っています。  

例えば相談に乗っているお子さんたちの放課後デイなのですけれども、放課後デイが
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送迎つきの事業所が多いもので、その場合に移動支援は当然使えないと。放課後デイが

やるであろうということでなっているのですけれども、送迎がない放課後デイ事業所等

もありますので、その辺が移動支援との組み合わせで考えると、すごくそこの放課後デ

イを利用したいのだけれども、使えないという方がいます。それから、今、義務教育の

朝の登校での移動支援を利用したいというご相談に乗っている方が結構多いのですけれ

ども、特に特別支援学級というのは、地域の自宅から離れているところに通学すること

が必要とされるので、特に働いているお母さんなんかは、朝、スクールバスのバスポイ

ントまで送っていくのにも、自分の仕事に間に合わないという方の相談が結構あります。

そのときに例えば支給量が３０分で、一生懸命事業所を探しても、やってくれる事業所

が遠方なので、そこの自宅に来てくれるまでに往復で１時間以上かかってしまい、３０

分のために１時間の労働の部分をペイするものが何もないという溝があちこちにありま

す。どうも移動支援なり外出支援を利用するときにある状況が、いつもお母さんの相談

の中に登場しているのがあります。  

なので特に移動支援とか外出支援は、ほかのサービスとのつなぎの部分でとても大事

な、円滑な流れができるようになるために必要な事業という視点で、もうちょっと組み

合わせて柔軟に使えるような仕組みをぜひつくっていただきたいなと思っています。  

 

○小澤部会長  

 ありがとうございました。今のご指摘は非常に現実に根差したご指摘が入っていたか

と思うのですが、ご意見という要素が入っていたかと思って聞いていました。今のご意

見ですけれども、事務局のほうで何かコメントすべきことはございますか。要するに移

動支援というのは非常にいろいろな要素が含まれているので、そういったことも含めて、

現実に合うようなことを考えられるかというご意見だったと思います。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 移動の手段につきましては、絶対必要なものであることは間違いないのですけれども、

公費でどこまでやるのかという兼ね合いだと思っておりますので、課題はたくさんある

と思っております。皆さんのご意見とニーズ等確認しながら、どこまでやっていくのか

というのは決めていく必要はある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。やはり現実を見ながらですね。今、事務局のほうが申し上

げましたが、公費を使うとなるとそれなりの規制も発生してしまうと。柔軟性という問

題とその問題とはなかなか兼ね合いをどうするかというのが多分問われてくるかと思い

ますけども。移動支援は基本的には大きな課題の１つですので、ぜひ実態に即した支援

ができるようにと思ってはおりますので、よろしくお願いしたいと思います。  

よろしいでしょうか。ほかにいかがでしょうか。  

 

○松田委員  

 私も今、移動支援のところを言おうと思いました。それは今のとおりぜひニーズをも

う少し掘り起こしていただいて、どういったときにどういうふうにやるのかということ

を検討いただければと思っております。  

 質問なのですけれども、計画相談になります。８ページ、９ページですね。例えばこ

れから相談支援事業、整備の拡充というのをしていかなくていけないと書いてあるので

すけれども、ちょっと大雑把な質問で大変申しわけないのですが、どういうふうにこの

整備をしていくのか。質もそうなのですけれども、数というのもあると思いますので、
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具体的にはどう数をふやしていくのかというのも課題になると思うのですね。なぜこれ

を言うかというと、なかなかこの相談支援事業所というのは、支給というかお金が入っ

てくるものに対して、人件費等々考えただけなかなかペイしない、なかなか民間がやり

たがらないところの部分になると思っています。しかしながら、今、お話が出ましたよ

うにセルフプランの解消とか、また前回やったような障害児のほうのプランとか、プラ

ン数の量というのをどんどんつくらなくてはいけないため、増えてくると思っています。

そこに対してどのように対応していくのかというのが、聞いてみたいところだったので、

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。そうしましたら質問事項ですので、ただいま計画相談に関

する事項ですが、事務局、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）  

 ８ページの課題のところに書いてありますとおり、今、視覚障害の方の計画相談が十

分にできていない状況になります。これ、視覚障害の団体の方にご協力いただくという

のが１つかなと思います。それ以外の方については区内に限らず近隣区も含めて、そう

いったものをつくっていただける、つくれる事業所を探していく必要があるのかなと思

っております。  

 あと区外通所系を利用する精神障害の方という場合、なかなか把握しづらいというの

も１つございますので、相談支援サービスの申請に来たときにどういったサービスを受

けたいのかですとか、あと通所する事業所ですね。継続して通所する場合の通所する事

業所と協力してやっていくしかないかなと思っておりますけれども、区外の方の場合な

かなか協力も申し出をしづらい、区としてもなかなか働きかけづらいというのがござい

ますので、逆に言うと、区外の事業所を申し込む、今、２～３か所計画相談をつくって

いただいている事業所が区外にあるのですけれども、それを増やしていく。新たに設置

というと、なかなかハードルが高いように思っています。  

 

○小澤部会長  

 ありがとうございました。いずれにしてもこの計画相談の問題も結構大きな課題の１

つでありますので、これは中野区に限らずどこも大きな課題ですので、現状を分析しな

がらできる限りこの計画相談体制や質の問題も含めて整えていくことは、この計画の中

に反映させていきたいとは思っております。よろしいでしょうか。  

 そうしましたら、もう１つ大きな議題がございますので、先ほど申し上げましたよう

にちょっと２番目の議題に入らせていただきます。１番と２番は関係が非常に深いテー

マなのですね。したがいまして、今の１番目のところでまだご質問やご意見があるかと

思いますけど、それは２番目の説明を聞いた上で、あわせて審議をしたほうがつながっ

ている課題も少なからずありますので、説明のことも含めて先に進めさせていただきた

いと思っております。  

 そうしましたら、２番目の審議になりますけれども、２番目の審議は「入所等からの

地域生活移行について」ということでございます。これも事務局の説明をまず手短かに

していただいた後、意見交換、質問の時間に入っていきたいと思います。よろしくお願

いいたします。  

 

○菅野健康福祉部副参事（障害福祉担当）  

 それでは資料２につきましてご説明させていただきます。１番目「個別サービスにつ
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いて」です。  

「（１）入所施設からの地域生活への移行」。「①地域移行者の状況」です。第４期障

害福祉計画の成果目標といたしまして、「平成２５年度末時点の施設入所者を、毎年、６

人地域生活へ移行」と設定をしております。現状といたしまして、地域移行率は３年間

で地域移行者５人、２．６％と低い状態が続いております。  

「②施設入所者の状況」です。こちらも第４期障害福祉計画の成果目標として掲げて

おりまして、「平成２５年末時点の施設入所者数を平成２９年度末までに４％以上削減」

と設定しております。現状といたしましては、１９０人から１８６人、４人減少２％減

となっております。  

「施設入所者の分析①」をご覧いただきたいと思うのですが、５０歳以上の入居者の

方が５４％を占めておりまして、入居者の高齢化により認知症状を呈したり、身体機能

の低下や医療的ケアが必要となるケースが多くなっております。  

「施設入所者の分析②」のところですけれども、入所者の４７％の方が区分６と最も

重い支援区分となっておりまして、施設入所者の重度化をあらわしております。  

課題といたしましては、施設入所者の入所先は、区外・都外が多くを占めておりまし

て、施設との連携の取りづらさなど、区が具体的な支援を行いにくい状況にあります。

このため区外・都外の施設入所者が地域移行先として現在入所している施設やその近隣

のグループホームを希望する場合が多く、中野区外の施設から中野区内のグループホー

ムや民間住宅などには地域移行しにくいという傾向にございます。  

次に「（２）精神科病院からの地域生活への移行」です。精神障害者地域生活支援セ

ンター（せせらぎ）などによる地域移行支援の実施により、地域移行支援にあわせて地

域定着支援を使いながら退院し、地域移行する長期入院者が増加傾向にございますが、

退院支援にかかわる事業が精神科病院に知られていないということもありまして、地域

移行したケースが一部の精神科病院に偏るという傾向がございます。区といたしまして

も、平成２８年度から病院訪問等を通しまして普及啓発を行っております。  

この課題といたしまして、長期入院者の地域移行・地域生活を支える相談支援機関の

不足が挙げられます。地域移行支援を実施しております指定一般相談支援事業所が精神

障害者地域生活支援センターせせらぎ１か所に限られております。職員１人が多くのケ

ースを抱え負担が大きくなっており、希望者に対し、支援の限界がある状況となってお

ります。地域移行支援、地域定着支援を行う一般相談支援事業所及び相談支援専門員を

確保することが必要となっております。  

 ２点目の課題といたしまして「グループホーム等の社会資源の不足」があります。精

神障害者は単身生活の経験がない方がほとんどでありまして、退院先はグループホーム

を利用するケースが多くなっております。地域移行先としては、区内のグループホーム

数が少ないということから、区外のグループホームへ入居する事例が多くなっておりま

す。住みなれた中野区に地域移行するためには、このグループホームなどの社会資源の

整備が不可欠な状況となっております。  

 ２番の「支援体制・基盤について」、「（１）精神障害にも対応した地域包括ケアシステ

ムの構築」でございます。  

 この地域包括ケアシステムは、精神障害の方が地域の一員として安心して自分らしい

暮らしをすることができるようにするための医療、障害福祉、介護、住まい、社会参加、

地域の助け合い、教育が包括的に確保された地域包括ケアシステムになっております。  

 この課題といたしましては、今後、保健、医療、福祉関係者による協議の場を設ける

とともに、入院中の精神障害の方の退院促進、精神障害の方の地域移行関係職員に対す

る研修事業などの実施検討を行い、精神科医療機関、その他の医療機関、地域支援事業

者、区との重層的な連携によります支援体制を中野区地域包括ケアシステムの中で構築
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する必要があります。  

 「（２）グループホームの整備」です。障害者と同居する家族がいなくなる状況や障害

者の方が加齢に伴い重度化した状況になっても、住みなれた地域で暮らし続けられる、

入所支援施設に入所している方の地域移行の受け皿となるようグループホームの整備が

必要となっております。  

 この課題といたしまして、グループホームのニーズが高まるごとに、室数の不足度が

増しております。グループホームの不足を少しでも解消するために、江古田三丁目の区

有地を活用いたしまして、重度対応のグループホームや短期入所などを整備する計画を

進めております。同様に区有地を活用いたしまして、高齢期、高齢化対応のグループホ

ームの整備誘導、アパート等を活用しましたグループホームの整備誘導を一層推進する

必要がございます。  

 次の「（３）地域生活支援拠点の整備」でございます。江古田三丁目の区有地の一部を

活用しまして、障害者対応グループホーム定員１７人及び短期入所３人と、地域生活支

援拠点の３つの機能をあわせて整備する計画を進めております。  

 この課題といたしまして、江古田三丁目地域生活支援拠点におきまして、国が示しま

す地域生活支援拠点の機能と区内全てのニーズに対応することは、質、量ともには困難

と想定されております。これまでに培われてきました基幹型相談支援センター、各すこ

やか福祉センターの相談支援センターなど、現在ある社会資源と連携する必要がござい

ます。中野区における地域生活支援拠点の整備は多機能拠点整備と面的整備をあわせま

した複合型拠点の構築を目指すことが必要と考えております。  

 資料のご説明は以上になります。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。２つ目の議題は、地域生活移行ということでありまして、

その地域移行に関する中身と、それから実際問題、地域で継続的に地域生活をしていく

という課題と２つ内容が入っておりまして、先ほどの審議事項１番との重なりがかなり

あるところでございます。  

以下、先ほどと同様にとりえず審議事項２番に関する意見交換、質疑ということを優

先にはしますけれども、先ほどの審議事項でも質問がまだしたいということ、あるいは

事実確認をしたいということであれば、当然この後引き続き意見を出していただいて、

全体を通して意見交換の時間という位置づけもあると思いますので、よろしくお願いし

たいと思います。  

とりあえず、今、審議事項２番の説明がありましたので、それに関してのご意見、ご

質問から承りたいと思います。よろしくお願いします。  

 

○森本委員  

 グループホームのことなのですけど、全体を通してグループホームの話がほとんどの

ようにも見えたのですけれども、全体を通してどのくらい足りていないかという数字と

いうのは、ここの資料の中に入ってなかったように思ったのですけど、それはどこかに

出ているのでしたか。  

もう１つ。９ページにグループホームを民間で整備するのは難しいとはっきり書かれ

ているので、そうなると行政で整備することが必要になっていくのかなと思うのですけ

ども、一方で江古田のところは出ているものの、それ以外のところについてあまり具体

的にはなっていません。それと最初の質問で、ではどのくらい足りてないという部分が

見えないので、何となく足りていなくて、とりあえず江古田やっていますと聞こえたの

ですが、そういう評価でいいのかどうか。ここの全体のメッセージが見えにくいなと正
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直思いました。  

 

○小澤部会長  

 ありがとうございました。これは質問事項が入っていましたので、具体的にどのくら

い不足しているのかということに関連する何らかのデータがあるのかどうかですね。ま

ずそのあたりから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）  

 グループホームにつきましては、障害も高齢も同じなのですけれども、特養のように

待機者という概念がなくて、今、何人の人が希望されていて、幾つ足りないというはっ

きりしたデータというのがとれていません。介護者の高齢化というのがお話に出てきま

すけれども、例えば私どもの緊急一時という、一時的にお預かりするサービスを使って

いる方のうち、親御さんの年齢が一定以上、単身の方とかという場合にどのくらい必要

なのかなという、推計のようなものはできるのですけども、なかなかニーズがはっきり

としてわかっているものではございません。  

 重度の方の場合でも、数１０名分のグループホームは必要かなとは思っておりますけ

ども、現在土地を確保してというのは江古田三丁目だけになっておりまして、民間だけ

でつくっていくのもなかなか難しいところもございますので、区の整備補助ですとか、

特定の方を対象としたグループホームをつくられた場合には、運営費補助といったよう

な考え方で整備していく必要がある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。ちょっと全体が見えにくいというご指摘なのですけれども、

これは多分入所施設あるいは精神科病院からの地域移行という意味合いでグループホー

ムがという議論と、それからご家族と同居されている方が自立をしていくのだという、

そういう流れの中のグループホームという話と、いろいろな要素が絡んでおりまして、

それは全体的に地域包括ケアだとか、地域支援拠点だとかという話になっているので、

多分全体の流れの見通しがなかなか難しいという指摘は、そのとおりだと思います。  

純粋に地域移行の話をどうするかという話と、それからもう１つ、今大きな課題とな

っているのは、地域で自立した生活を営むに当たって、グループホームだけではないの

です。ただ、今回の計画にはあまり議論は入れなくていいのですけど、社会問題化した

のは住宅政策との関係ですね。住宅をどうするか。住宅は住宅で結構いろいろな審議が

実は始まっているとこなのですね。空き家対策もあるでしょうし。そんな話は当然背景

にはリンクしている話なのですね。西武新宿線沿いを見ていくと中野には相当空き家が

ありそうな感じがします。そんなことをどうするかという問題もあるのですが、これは

あくまで障害福祉計画の議論なので、そういう視野が入りづらいというか、入っていな

いというところはありますね。何か事務局、ありますでしょうか。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 空き家の問題ですと、おっしゃるとおりでございまして、区内で比較的南のほうが空

き家が多いのですね。そうすると都心に近いというのがございまして、逆に小さな空き

家が多いということで、グループホームも１つの土地だけではなかなか厳しい状況には

なっています。ただ幾つかサテライトのような形をくっつけてでも今後は考えられるの

かなと思います。空き家の活用というのはこれからどうしても考えていかなければいけ

ない。その１つとして福祉的な住宅というのはあるかなと思っております。  
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○小澤部会長  

 ありがとうございました。やはり計画が障害福祉計画をベースにせざるを得ないので、

そのあたりは限定されているとお含みおきください。ただ、委員の皆様はもっと当然で

すが、中野区をどうしようという立場でご意見をしていただくのは多いに結構でござい

ますので、よろしくお願いしたいと思います。  

 ほかにいかがでしょうか。この議題２に関する事項を優先的に扱っていますが、もち

ろん先ほどの議題１は地域生活全般の事項も全て関係しておりますので、いろいろな角

度でご意見をいただけたらと。  

 

○松田委員  

 １つ目が質問です。４ページ目の真ん中の入院患者数のことなのです。すこやか福祉

センターが把握している１年以上の長期入院者は、わずかずつ増加しているということ

になっているのですけれども、実際１年以上の入院者数というのは、全国的には多分減

っているのではないかなと思っていて、もしも中野だけ増えているというのであれば、

その辺で何か課題がもしあれば教えていただきたいなと。もしかして数が少ないから、

１人違うと随分パーセントが変わってくるということで、あまり気にすることはないで

すということであればそれで結構だと思っています。  

 ２つ目としては、先ほど言っていたところのグループホームと住居の問題なのですけ

れども、私のところは地域移行支援といって、退院促進をやっている事業所になります。

そこからすると、私たちの目標というのはグループホームに住むことではなくて、やは

り１人で生活をすること。普通の、一般の住居、居住を含めてこの福祉計画というか、

私たちの福祉の支援の中に入っているところになります。  

 それが如実にあらわれているのが、この５ページ目の表なのですけれども、１つ目の

一番上のところが私のところで、「せせらぎ」というところになります。これの退院先と

いうのは、高齢者施設、居宅、居宅、そして６ページの１４番のところも「せせらぎ」

がかかわって、これも居宅となっています。一方で５ページ目の下のところ保健師さん

のかかわっているところというのは、ずらっとグループホームになっているのですね。

これは考え方の違い、進め方の違いというのが、中野区から２通りあるのではないかな

と思っています。  

 ぜひとも地域移行、地域生活支援を考えるときには一般住宅のところも計画に入れて

いただきたいなと思っています。一般住居に住みながら、どうやって普通の生活を維持

していくのか。そのためには何をしたらいいのかということもぜひ検討いただければい

いなと思っています。  

以上です。  

 

○小澤部会長  

 ありがとうございました。ご質問というのも入っていたかと思います。まずはデータ

的な質問ですかね。４ページのところでしょうか。一般的には１年以上の入院患者とい

うのは、全国データとしては減っていっているのではないかという状況とは違う傾向に

なっているのはなぜでしょうというのが質問だと。  

あと２点目は、これもなるほどと思って聞かせていただいたのですが、５ページの確

かに上と下とで違いが発生していて、これはやはりどういう支援の方向性があるのかな

という違いかもしれないという意見が入っていますけど、これももし事務局のほうに何

かお考えやご意見があれば、コメントをよろしくお願いしたいと思います。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  
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 精神科病院にいる中野区の入院患者数なのですけれども、東京都で集計をしておりま

して、今現在出ているのは２６年度が最後になっているのですが、そこは１９５人にな

っておりまして、その２年前、平成２４年に比べますと、２４年は２２０人ですので、

少し減ってきているのは中野区も同じ傾向です。すこやか福祉センターが把握している

のは在宅のときにかかわりを持っていて、入院されても継続してという方の数になりま

すので、１人２人、母数が少ないものですから、変わってしまうのは委員のおっしゃる

とおりかなと思っております。  

 退院先の居宅とグループホームという違いですね。「せせらぎ」がかかわっている場合

には居宅が多くて、すこやかの保健師等がかかわった場合にはグループホームが多いと

いうのは、分析ができていないので申しわけないのですけれども、今は理由はわかりま

せん。  

 

○小澤部会長  

 ありがとうございました。いずれにしても、今、やっと住宅政策としてどうするかと

いう、住宅困窮者の支援をどうするかということがやっとクローズアップされてきてい

て、そういった動きも将来的にはどうしても関係してくると思うのですが、今回の計画

策定ではなかなか住宅のことまで視野に入れてというのは難しいのかなという印象は持

っています。これは事務局のお考えとしては、最終的には中野区地域包括ケアが計画に

なっているので、そういったあたりは全体計画として何か言及される可能性はあるので

すかね。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 地域包括ケアの中で住まい方という議論は行っていくのですけれども、もともとの地

域包括ケアが高齢者を対象にというのがございますので、今現在区でいろいろ考えてい

るのも、高齢者の方が住みかえをするときにどうすればやりやすいかですとか、区とし

てどういう支援ができるかというのがまだ中心になっております。その後障害のある方

またお子さん連れの方という議論になっていくかと思うのですけれども、まだ障害の方

の空き家を使った何か対策はちょっと先になる可能性もあるかなと感じております。  

 

○小澤部会長  

 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。  

 

○上西委員  

 ちょうど「地域で生きる」というところで、やはり知的障害の方たちでもグループホ

ームではなくて、お一人で暮らしたいという方もいらっしゃいます。以前に、お一人で

住んでいる障害のある方たちの見守りの支援というのが挙っていたような気がいたしま

すけれども、今現在それがどういう支援になっているかというところ。あるのかないの

かを含めて。あとは一般の高齢のおひとり暮らしの方への見守り支援というのはどのよ

うになっているのか教えていただければと思います。ちょっと枠が外れて申しわけない

です。  

 

○小澤部会長  

 ありがとうございました。これはご質問になっているかと思いますので、いかがでし

ょうか。見守り支援に関して、知的障害の方に対してのと、あと参考までに高齢者に対

していかがですか。  
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○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 知的の方で訪問というのは重度の方という意味ではなくてということですよね。  

 

○上西委員   

 グループホームはではなくて、１人で暮らしたいという方への対応です。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 高齢者の方という例がございましたけれども、見守り名簿ということで、近所の地域

にお住まいの方が時々様子を外から見守るといったようなものはありますけれども、高

齢者の方の場合には手さげ方式。基本的には名簿によりますよという方法で中野区はや

っております。障害のある方につきましては、手挙げ方式ということでやっておりまし

て、登録自体は多くない状況でございます。  

 来年の３０年４月の法改正の中で自立生活支援というサービスが新たにできてまいり

ますので、今の自宅なりグループホーム、施設、病院等から出てきて、おひとり暮らし

をアパート等でされる方の巡回訪問のようなサービスになるかと思いますけれども、具

体的にまだ内容は明らかになっておりませんので、そういったサービスができてくれば、

知的障害のある方がアパートでおひとり暮らしをする際にも利用できるサービスなのか

なと考えております。  

 

○小澤部会長  

 そうですね。来年４月から施行される自立生活援助ですけど、私も社会保障審議会で

いろいろ意見を言わせていただいて、一応家族からの自立も条件つきで認める方向には

なってきたのですね。条件というのは家族の介護状態が、病気やその他のというそうい

う事項が入りましたので、今まではどちらかというと、精神科病院とか、あるいは入所

施設からおひとり暮らし、あるいはグループホームからおひとり暮らしというかなり厳

しい条件が課されていたのですけど、ご家庭からの１人になってくると、中野区でも相

当その支援法を使いながら、自立していかれる方も可能性としては増えてくるのかなと

思っておりますので、そんなのがまた来年度４月から始まるということですね。詳細は

これからまた国がいろいろな規準を出してくるだろうと思いますので、また追ってご連

絡する形になるかと思います。  

 よろしいでしょうか。そうしましたら、伊藤委員。  

 

○伊藤委員  

 例として、ちょうど文京区のアパートの建てかえということで、その上のところを重

度の方の対応のグループホームとして活用するということを、区と社会福祉法人が一体

となって取り組んでいるようです。文京区もなかなか建てるところがないということで、

そういった例でニーズ的に成功しているという場面と、葛飾区では立石一帯のところで

空き家も含めて、知的障害の方をご夫婦の形で受け入れて、サテライト方式でたくさん

入居されている活用の事例も大分進んでいるということも聞いております。  

 そちらの葛飾区では、精神病院から今度退院をされて、そういった地域の空き家を活

用した取り組みも考えてはいるのだけれども、受け入れ側の親御さんが高齢でというこ

とで、よくわからないですけれども、一緒にそこで住むような政策はできないかという

取り組みもされているようです。  

 もう１点は、私は特別支援学校での勤務が長くて、高等部が長かったので、入所も一

緒に支援していたところもあります。その方たちが非常に高齢になってきて、やはり地

域移行というのがもちろん最近の進められているところではあるのですが、もう障害の



 17 

ある方たちにとって施設自体が地域になり、そこでの生活を大事にしたいという思いが

ある方たちも少なくはないというところでは、そこに対する支援というのはどのように。

もちろん地域で住みなれたところでという考え方もそのとおりだと思うのですけれども、

住みなれた地域自体がその都外というか、そういった地域になっている場合もあって、

中野区としてそれを本人の思いをどう支援していけるのかなというところでは、もう１

つ、本人、保護者も含めた思いの酌み取りからの支援というところでは、その地域移行

の考え方についてもどんなものなのかなというところで、非常に深くて重い課題なので、

意見とも何とも言えず、申しわけないですけど、そんなことを考えました。  

以上です。  

 

○小澤部会長  

 ありがとうございました。１点目はほかの地域での取り組みが参考例みたいな形です

ので、これまたもし中野区でも情報を集めながら、多分東京のほかの区でも同じように

住宅政策と福祉政策のずれというのは結構大きな課題になっているかと思います。それ

はまた委員からの情報も含めて、区のほうでも情報を集めていただくということでよろ

しいでしょうか。  

 ２点目は、これはご意見のようなのですが、私の理解では、この中野区のほうで本日

つくられた資料２というのは、国のほうで何％削減をしてほしいという基準から試算を

していったという、そういう背景の数値という理解でよろしいでしょうか。知的の最初

に「障害福祉計画」の成果目標が毎年６名程度を地域移行というのは、これ中野区の障

害者の方の数だとか実際の入所者数とかいろいろと推計があって、国が出している数値

を算出根拠にしながら、大体おおむねこういう目標ですと、そういう理解でよろしいで

しょうか。つまり、今のお話は場合によってはそもそも地域移行というよりも現在入所

施設で暮らされている方も、非常に地域移行をすごく求めているかどうかというのをよ

く把握されていない状況なので、そういったことも含めてどう考えるかという、かなり

幅広いご意見だったと思うのですが、この数字自体は多分そういう算出、計算されて出

てきたと僕は理解しているのですが、そういう理解でよろしいですよね。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 この数字は、この計画の以前の計画から引き続き使われている数字でございまして、

国のほうが求めてきている数字になります。目標として毎年６人程度減らしていけば、

国の目標を達成できるという数字になっております。  

 

○小澤部会長  

 国の目標も今度新しく出た指針だと、今までよりもずっと少な目の数字に切りかわっ

てきているのではないかと。だから平成２５年から現在の数値ですよね。２８年度末ま

での。第４期の話ですよね。第５期はもっと数値を国のほうはパーセンテージを下げて

きているので、逆に言うと、もっと人を出さなくてもよくなってくると。それだけをス

トレートに計算していくとですよ。と思われているのですよ。だから多分この数字はこ

れから審議する、今審議している、第５期障害福祉計画になってくると、もう少し見直

す数値になるでしょうという、そういうこれは計画策定の議論なので申しわけないので

すが、それでよろしいですよね。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 これまでの現在の計画では、特定の年度を決めまして、そこから１２％以上地域生活

に移行となったのですけれども、今度第５期は９％と割合が下がってくれますので、人
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数的には少なくて済むと思われます。  

 

○小澤部会長  

 それにもう１つだけ解説を加えますと、多分正式には１２ではなくて４で、９ではな

くて２なのですね。というのは、なぜかというと新規入所者を差引いて実質減の数字と

いうのを国が出してくるので、国の言わんとしているのは、多分実質減の話を強調して

いるのでということだと思われるのですね。  

だから中野区が地域移行するけど、中野区の障害の方が仮に都外施設でも入所されて

も、差引２％減になるはずなのですね。第５期障害福祉計画の国の言い分を忠実に再現

するという理解でよろしいですよね。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（障害福祉分野）  

 平成２８年度末の入所者の方を９％減らして、施設入所、新しく入る方がいらっしゃ

いますので、その方も入れると、部会長がおっしゃるとおり２％減です。  

 

○小澤部会長  

 ですので、言いようによっては、中野区に出てくる人と、中野区から新規に入所施設

に入ると、差引２％減になればいいというのが国の言い分ですね。別に国の言い分が正

しいわけではないので、たまたま大抵の市区町村の計画策定は国の基準を参照にしなが

ら検討しているので、そういう議論が実は背景に潜んでいるこの数字だから、実態が合

っているかどうかと言われても、相当難しいと思います。  

今、都外施設の話が出たので、都外施設、相当広範囲にわたっています。正直言いま

すと日本全国にかなり幅広くいらっしゃるので、ここで仮に数字で中野区がといっても、

なかなか実質として本当に例えば北海道の施設に中野区の障害の方がいらっしゃったと

して、その北海道の施設が、ではどのくらい地域になんていう議論は、多分普通は実質

的に議論できないのではないかと思っています。そういう課題を抱えつつ、そうは言っ

ても一応国の目安としての数字が記載されていると僕は理解しているので。都外施設問

題やその他になってくると、結構深刻でご指摘のように非常に大きな課題をずっと持っ

ている問題だと思います。  

 これも少しコメントを追加させていただきました。よろしいでしょうか。  

 

○本名委員  

 １０ページの「地域生活支援拠点の整備」ですけれども、中野区としては多機能型拠

点整備と面的な整備をあわせてということになるのでしょうけれども、このくらい大き

なところであると面的整備でいろいろなところを機能させるというのはかなり厳しいか

なと実際には思います。今、江古田三丁目に地域拠点を１か所つくる。多機能型、３つ

の機能を持っているということですけれども、どうしてもあと１つぐらいは必要なのか

なと思います。単純に考えても、多機能型拠点はある程度ないと、面的な整備をそこに

組み合わせていく。そこだけでも不十分でしょう。方針をある程度示さないと、中野区

全体としてどうしていくのかということが見えないかなという感じがちょっとしました。 

 なぜそうなのかと言うと、やはり上に書いてある「体験の機会」とか、そういったグ

ループホームがないという中で、出てくるために体験する場所も全然ないわけですよね。

そうしたら地域移行なんて考えられないし、やはり障害のある人はどういう体験を出せ

るのか、知ってもらうのかということが、すごく大きなことになりますので、グループ

ホームとかあるいはまだ１人で生活するための体験の場所とか、そういった設備として

の機能をある程度そろえていかないと、地域移行はなかなか難しいのではないかとすご
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く思います。数字をどうこうするということもあるのでしょうけれども、やはり利用者

の人たちがどこでどういうふうに生活したいかということをきちんと保証していくよう

なシステムを先手で考えていかないと、なかなか難しいような気がします。その辺どう

考えたらいいのか、「多機能拠点整備と面的整備を併せた複合型の拠点の構築を目指す」

と単純に書いてあるのですけれども、具体的な姿が見えないので、その辺少し説明して

いただければと。  

 

○小澤部会長  

 これはご質問になるかと思いますので、事務局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）  

 地域生活支援拠点については、各自治体１つ以上ということで言われておりまして、

面的整備でもいいことになっております。本名委員のおっしゃるとおり面的整備をして、

たくさんの関係機関を動かしていくというのは難しいというのがございますので、まず

拠点として１つを整備したいと。ただ３障害に対応していくとなりますと、そういう事

業所の方もなかなか難しいというのがございますので、まず拠点と面的整備を兼ね合わ

せ、両方をくっつけていかなければ実際はできないのではないかなということで、こう

いう記載をさせていただいています。まだ１つ目ができていない状況ですので、それは

２つ、３つあったほうがいいだろうかというのはあると思うのですけれども、これは今

後の課題と認識をしております。  

 

○本名委員  

 ありがとうございました。世田谷では事業所が公園も含めた大きな場所の提供を受け

て、アプライして、そこで事業を展開するということ聞いておりまして、同じ事業所が

この中野区の中にあって、なおかつ同じような障害と高齢をあわせているような事業を

やっているのですよね。ああいうところを少し補塡しながら拠点として考えていくとか、

何か障害だけでいろいろ考えてもなかなか整備できないので、中野区なりの地域包括ケ

アというところで、今ある障害とそれから法令を含めた何か体制の整備の仕方みたいな

ところを模索されているのだとは思うのですけれども、もう少しそれを早く進めていか

ないと、いつも障害だけとり残されてしまうような感じがして仕方がないので、ぜひ一

緒に考えていただければと思います。  

 

○小澤部会長  

 地域支援拠点ということで、この１０ページの文言ですと、いろいろな要素が含まれ

ていて、どういう方向を目指すかをできる限りはっきりしてくださいという意見も入っ

ていたかと思います。  

 多機能拠点整備というのと面的整備ということですが、方向がどうなっているのかわ

からないのですが、全国的には９割くらいが面的整備という回答をしていますよね。だ

から別に中野区が多機能拠点整備をすること自体は、逆に言うとそれだけほかにないの

で、積極的に推進する価値はあるというのも１つの考え方かと思います。またほかの地

域だと逆になかなか多機能整備ができないので、東京でも多分、私の予想では多摩なん

かはほとんど面的整備でくるだろうなと予想しているのですけど、２３区はひょっとし

たら今の世田谷とか、そういうところは多機能型というのを出してくるかなとは思いま

す。そういう地域状況にもよりますので、中野区として一番いい方策は何かということ

を考えなければいけないかなと思っています。  

 あと委員の皆様にちょっと補足しますと、「地域支援拠点の整備」というのは必ず書か



 20 

なければいけないのですね。これは決してあり方の議論をしているわけではなくて、今

度の第５期障害福祉計画に記載しなければいけないということなので、これかなり具体

的に書かれていますが、より具体的に最終的には計画の中で盛り込まなければならない

ということでございますので、委員の皆さんもいろいろな形でもし何かこのことにご意

見やお考えがあれば、委員の皆さんからのご意見を踏まえた上で方向性を出していきた

いと考えておりますので、よろしくお願いします。  

 ほかにいかがでしょうか。もう全体を通してで結構です。  

 

○田中委員  

 １、２を通して意見を言わせていただきますけれども、このテーマは、非常に深く、

幅広いテーマですので、いろいろなサービスを多面的に重層的にやっていかなければい

けないだろうと思います。資料に書かれているサービスについて、課題の認識というの

は的確だと思いますので、これを細かく分析した上で改善を図っていただきたいなとい

うのが１つあります。例えば移動支援について言えば、義務教育の問題として、先ほど

も出ていましたけども、短時間で済むという話にとっては、ヘルパーさんにとっては手

を出しにくい分野で、非常に引き受け手がいないというのが実態です。それから社会参

加を推進するという意味では、もうちょっと典型的でも幅を広げる形で通学、通勤の移

動支援というのも考えていいかなと思います。そういったことを細かく分析をしていた

だいた上でこの課題について少しでも改善を図っていただきたいなと思います。  

 それから新しいテーマとしては、本人の高齢化による共生型サービス事業所。これに

ついてはそろそろ具体化を考えて、地域にしているのかなという感じも持っていますの

で、これについての検討もぜひお願いをしたいと思います。  

それから全体的な話としては、古くて新しい課題というのですかね。親亡き後につい

て、言われているわけです。この親亡き後、自分の子どもが生活できていけるだろうか

ということで、さまざまな、今、お話をしたサービスがあるわけですけれども、やはり

基本となるのが、地域包括ケアの考え方にもあるように良好な住宅が確保された上で、

さまざまなサービスが展開されていくということにあるわけですので、住宅ローンにつ

いてはここでは言いませんけれども、やはり基本となるのはグループホームの整備なの

だろうなと思っています。  

グループホームの整備は認識を持っているのだけど、なかなか現実的には進まないと

いう点があって、非常に苦労されているのだろうなと思いますけれども、やはり精神障

害者の地域移行の関係とか、あるいは親の高齢化の問題の中で自立していかなければい

けないということで、グループホームが足りないとやはり重度の方が入れなくなる恐れ

がある。それから現在入っている方がまさに地域に移行し、その後に重度の方を入れて

いくという施策をとらざるを得ないではないか、ということも言われているので、そう

いった意味ではグループホームというのはまずそこが重要かと思っています。  

 それからもう１点。医療的ケアについてです。親御さんたちの訴えというのは、非常

に重いものがあるということで、前回も言いましたが、そういったことがありますので、

さまざま施設をオープンさせたりしておりますけれども、入所施設が非常に限られて、

現実的には難しい状況の中では、やはり医療的ケアについての充実もかなり重要かなと

思っています。冒頭申し上げましたように、どの施策をやればそれでいいということは

もちろんないわけですけれども、いろいろなサービスを充実するということと地域の見

守り、地域包括ケア障害者版の充実を一刻も早く完成をさせていくということが、一番

重要なのかなと思っております。  

以上です。  

 



 21 

○小澤部会長  

 ありがとうございました。非常に貴重な指摘というのでしょうか、ご意見をいただき

まして、確かに本日の議論の中では、まだ積み残しがありまして、資料の中では詳細が

記載されていますけど、確かに高齢問題で今後の共生型サービスをどうするのか。ただ、

今回の策定はそういう国の動きと特別支援法なのですよね。したがって、全貌がわかる

というのは、多分私の予想では１２月ごろだろうと推測しているのですね。つまり事業

所指定だとか、報酬のありようだとか。そうするとそれまでにおおよその見込みみたい

な形で書ける中身になり得るかというのは、ちょっと心配事項です。  

 先ほど言った、ひとり暮らしの方への訪問の取り組みも、今の段階ではおよそこうい

う方向だとしか言っていません。あと就労定着支援です。それがより実務的な詳細がは

っきりしてくるのは秋から冬にかけてだろうなと。そういう中で数値をどうのこうのと

いうのは相当困難な作業なのですけど、そういったことも含めて、場合によっては国の

動向を見つつ、およそこういう方向で中野区としては取り組みたいみたいなことで、計

画を策定し、進めていかなければならないかなとは思っております。  

 それからあと医療的ケアとか、親亡き後の問題とか、グループホーム整備、特に重度

の方のグループホーム問題ですね。これなんかはやはりひょっとしたら地域特性があり

ます。国が出すガイドラインというのは、基本的に全国平均でしかないので、中野区と

して喫緊の課題を優先的にきっちり書くというのが大事かもしれないなと思って聞かせ

ていただきましたので、ちょっと貴重なご意見ですので、また事務局と詰めながら、あ

るいは委員の皆さんのほうでも、こういうところに力をかけてほしいとか、そういう書

き方もあるので、そんなことも念頭に置きながら、これまでの４期計画とはちょっと状

況が違ってきていて、第５期計画に関しては少し濃淡をつけることも必要かと思います

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。議題１、議題２を通して、全体を通してでも構わないと思

います。また、今日は今のご意見にもありましたようにともかく地域生活全般に時間を

使った会議で、ありとあらゆる要素がいっぱいあります。それともう１つ、縦割りでは

なくて、横割りというのですかね。地域というのはベースを通してどう見るかという問

題も潜んでいますので、なかなか全体を理解しながら、整理しながら進めていくという

のは難しい課題だと思うのですけど、それも含めて何かご意見とか、あるいはこういっ

たことを中野区は重点的に考えるべきだということがあれば承りたいと思いますが、い

かがでしょうか。  

 

○森本委員  

 私自身子どもが、今、３０歳で自分のほうが先に死んでいくだろうと思っていて、ど

うするのだろうなというのは常に頭の中にあります。そういうときに受け入れる側の地

域の方の理解というのですか、教育についてです。資料２の８ページに「精神障害の方

の地域包括ケアシステムの構築」という、最初の枠の中に「差別や偏見のないインクル

ーシブな社会をつくっていく」というメッセージがあって、ここは私たちからすると、

地元の人がきっちり教育というか、そういう意味では区としての地元に対しての理解を

深めることの重要性というメッセージが、どこかに地域移行の中でより具体的に出てき

ているほうがいいかなと。これは質問というよりむしろ残す側の親として、あったほう

がありがたいかなと思います。  

以上です。感想です。  

 

○小澤部会長  

 ありがとうございました。今のご指摘は多分この計画の一番頭のほうの計画の理念と
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いうか、目標みたいな話に関係することかと思います。それは全部に共通しているので、

例えばこの「差別や偏見のないインクルーシブな社会の構築」というのは、精神の地域

包括ケアに限ったことではないということであるのならば、この計画全般にわたって最

初のほうに理念とか、目標とか多分書く形になると思いますので、そのあたりにきっち

り書いていただいて、各論の中でそういった意識をいかに評価していかなければいけな

いかというデザインになるかと思います。また、次回あたりからいよいよ素案の検討が

始まりますので、全体構成はそのあたりから見え隠れすると思いますが、よろしくお願

いしたいと思います。事務局もそのような理解でよろしいでしょうか。  

 貴重なご意見ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。  

 

○宇田委員  

 この資料のちょっと読みづらさがあったのは、事業ごとの課題とかは詳細に現実に即

した内容にきっとなっていると印象としてあるのですけれども、地域生活という視点で

言うと、例えば１０年後に障害を抱えている高齢者の方はとか、就労の年齢の方はとか、

それから障害を抱えているお子さんは地域でどんな生活をしていられるのかという、そ

のイメージというか、目標がもうちょっと見えるといいかなと思います。それに合わせ

て、例えば生活支援というのはどういうものを充実させていくかとか、何か望む生活ス

タイルが見えにくいというのが全体の中にあったので、そのような構築の仕方をしてい

っていただけるとより具体性が見えてくるのではないかなという印象を持ちました。  

 

○小澤部会長  

 ありがとうございました。現在並行して介護保険の計画と、そして最終的には中野区

地域包括ケアでしたか、全体を包み込むような中野区の方向性という構造になっており

まして、今のご指摘なんかは例えば障害福祉計画ではあるのですが、最初の頭出しのと

ころで、中野区民が障害のある方でもどういう生き方をしていくのか考えていくという、

まず前書きみたいなところをきっちり指し示したほうが、やはり全体構造が見えやすく

なるのではないかというご意見かなと思って聞かせていただいております。  

多分これだけの計画づくりは、どちらかというと各論が多いのですね。国の指針とか、

東京都のいろいろな調整、事務局の題材ではないのですけど、いろいろ考えていくと、

どうしても各論が先行してしまっていたのですね。だからただいまのように、委員会と

しては全体の柱立てがないので、そこから各論がどう示されるかという、そういった構

造でお示しするというのが、本来で言うと計画としてはいい示し方だなと思っておりま

す。今回はちょうど第５期障害福祉計画であるし、障害児計画に関しては、第１期、初

めてなので、できればそういう方向性と理念とか狙いとか、森本委員が先ほどおっしゃ

ったような話も含めて、最初のところにそういったところをちゃんと書いていただきた

いと思います。ただ中野区民がどういう生き方を１０年後もしていくかということに関

しましては、これも事務局というよりもむしろ委員の方から、例えば施設ではなく地域

の中ずっと暮らすとか、そういう提案が委員のほうからあったほうがありがたいですね。 

現状を見ると、相当難しい課題が多いので。こうあるべきだというのは、事務局や実

務のほうからというのはちょっと出しにくい課題かもしれないですね。委員の皆さんか

らもしこういう理念を強化したいとか、あるいはこういう方向でやりたいというさっき

のグループホームだけではなくて、例えば住宅、住まいのあり方が重要だとか、そうい

ったことは委員の皆さんのほうから出していただくほうが対応しやすいかなと思って聞

いていたのですが。そのような理解でもよろしいですかね。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  
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 部会長がおっしゃったように、これから答申をつくっていくという議論になっていく

かと思いますので、その中でこういった生活スタイルがいいのではないかというご意見

をいただければと思います。  

昨年この会議とは別にユニバーサルデザインの関係の審議会がございました。その中

で障害のある当事者の委員の方からも、暮らすとか、働くということ、楽しむ、遊ぶと

いう視点も必要なのだというご意見もあったりしまして、全体で生活していくスタイル

ということになってくると思うのですけれども、そういったものもこの計画に盛り込め

るかどうか、何とも申し上げられませんけれども、区全体としてはそういった視点を持

って高齢者の方、障害者の方のことを考えていかなければいけないという視点は持って

いるところでございます。  

 

○上西委員  

 今のお話を伺っていて、思うことはすごくわかったのですけれども、今の私どもの法

人は、福祉サービスのほうは日中の活動場所とかグループホームとか、余暇活動のでき

るヘルパーステーションとか、相談を中心にしながらやっておりますけれども、その中

で親が自分の、個々人の家庭が個々人になるということをしなければいけないというの

で、成年後見をもとにしながらいろいろな勉強会をしている最中でございます。その中

に若いお母様でも入所施設がどうしていけないの、いよいよまで親子で暮らして後は施

設のほうにお願いしたいという親御さんもいらっしゃいますし、もちろんグループホー

ムというお話もあります。ひとり暮らしもあります。いろいろな話を聞いているうちに

選べること、決められているのではなくて、いろいろなサービスがあって、いろいろな

取捨選択があって、その中で親御さんが選ぶケースは知的障害の方はどうしても多いの

ですけれども、できれば将来的には親が亡くなった後にご本人がどういう生き方をした

いというのを選べるだけのサービスの量とそれから内容というのが確保できればいいの

ではないかなと思っています。  

 そういう意味ではここ何年かの施策の中で、質の問題はあるにしても、サービス、数

は、かなり選べる環境にあると思っています。地域の中で当たり前に障害のある人も生

きていくということを認めて、さりげないサポートというところ。それから何しろ人材

育成の部分を充実させていただければと思います。やはり福祉の人たちはそれ相応に携

わっている人たちが豊かな、支援者のほうも豊かな生活ができるような、この仕事に誇

りを持ってやれるようなものが社会全体でできればいいかなと思っております。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。今回、やはり審議会として一定の方向性というのでしょう

かね。あと一定の理念とか、今までもなくはなかったのですけれども、どちらというと

結構各論の議論がどうしても中心になってきましたので、そのあたりも含めて、それを

実現する上での各論みたいなことで、最終的な取りまとめを進めていこうと思っており

ます。限られた審議会だけでのご意見では足らないかと思いますので、場合によっては

審議会後でも、もし事務局に、こういう方向性を中野区としてＰＲすべきではないかと

か、あるいはそういうことをちゃんと世に問う必要もあるのではないかということがご

ざいましたら、事務局にいろいろお寄せいただけたらと思います。  

私の印象としても、各論の取り組みはそれぞれ課題もきっちり、もちろん課題の中に

はさらに掘り下げる必要もあるのですけど、それなりに整理されて出てきているところ

もありますし、また、同時並行的にほかの自治体に私はかかわっているものですから、

それと比べながら見ると、それなりによく取り組んでいたと思える数字も実はあること
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はあるのですね。そういったことも含めると、各論としてどう進めるかという話はある

のですが、それとは別枠に全体の流れとして中野区はどういう方向ですべきかというの

はきっちりと示していくのも１つかなと。  

それから、やはり特別区でしかも中野が置かれている状況は地域特性が相当あると思

いますね。私が結構地方の、関東でも田舎のほうの都道府県にかかわりが深いものです

から、そこと比較してしまうと、これだけの大都市の中でどういうデザインを組むかと

いうのは、相当に国がやっていることをそのまま踏襲してもなかなか解決しにくいだろ

うなと思いますので、そんなところも含めてやはり濃淡をつけるとか、重点課題をどこ

に置くかというのは、今後も検討していかなければいけないかなと思っております。  

また委員の皆さんの大いに知恵とお力をおかりしないと、なかなか見えてこない課題

も多々あると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。  

一応、議題１、議題２に関しては、ここまでくらいにしておきたいと思います。今の

ような扱いでこの課題は幾らでもあるかと思いますので、こういう観点をどう考えてい

るかとか、あるいはこういうところを掘り下げてほしいとかという要望とかご意見、質

問がございましたら、事務局に直接出していただいて、その上でまた次回以降のこの会

に反映させていきたいと考えております。  

よろしければその次がございまして、それは次第で言いますと、「その他事項」なの

ですね。１番、２番が終わってしまっていますけど、「その他事項」がございます。「そ

の他事項」に関しましては、「確認事項」ということでありまして、参考資料の３ですか

ね。これは事務局のほうから決めたほうがよろしいですか。次回何をするかということ

なのですけど、まずは事務局から説明し、その後私のほうから補足をすることがあると

思います。  

 

○事務局  

 それでは参考資料３というのをご覧いただきたいと思います。今日が７月１４日で、

第５回障害部会のところで、主な議題として「地域生活の継続の支援」、そして「入所等

からの地域生活移行について」ご審議いただいているところです。  

 次回なのですけれども、８月２２日のところの主な議題のところの①のところが「テ

ーマ未定」と書いてございます。その後②「サービス等意向調査の結果」、③が「自立支

援協議会からの意見について」、④「報告（案）の確認」という②から④については議題

が決まっているところなのですけれども、①の「テーマ未定」というのが、今まで審議

をしてきた中で、ちょっと審議が足りないのではないかというところについて本日ご意

見をいただいて、次回改めて検討するものがあれば資料作成等をしたいということで、

「テーマ未定」と書かせていただいているところでございます。この部分についてご審

議いただければと思います。よろしくお願いいたします。  

 

○小澤部会長  

 私のほうからの補足なのですけれども、当初今の事務局説明のとおりだったのです。

つまりまだ積み残しもあるかもしれないとか、深めなければいけない課題も多々あるの

ではないかということで、次回８月２２日はテーマ未定で、何らかの特別に各論として

取り上げるべき事項ということで入れてはあったのです。実は次回非常に重要な案件で

ある④の障害部会報告の素案というのが初めて登場するのですね。これがかなりな中身

を含んでおりまして、今日の意見交換でもかなり中身が含まれていますので、素案とな

りますと当然先ほどの意見の中にありましたように中野区として目指すべき方向性だと

か、こういう理念のもとでこういう具体的に各論をこうやって強化したり整備していく

と。そういう構造のものが素案になるのですけれども、これでかなり審議になるのでは
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ないかというのが私の予想している中身なのです。  

もう１つは、仮に各論がまだ足らないといって出しても、素案の中で各論を取り上げ

るので、場合によってはその素案の中でまだここの部分は書き足りてないとか、あるい

は素案の中でここの課題の分析の仕方は違うのではないかと、こういう意見交換をした

ほうがやりやすいのではないかというのが、事務局の最初のお考えだったのですけど、

ちょっとこのデザインで押すよりも、むしろ④の素案のところをきっちりと意見交換や

審議時間を取ったほうがいいのではないかなというのが、私のほうの訂正というか、修

正提案なのですけれども、いかがいたしましょうか。もしそういう方向のほうが望まし

ければ、できればこの素案のところでまだ議論が足らないものに関しての追加議論はそ

こで解消されたほうがいいのかと思ったのですけれども、そのような進め方でよろしい

でしょうか。事務局のほうもそれでよろしいでしょうか。  

 そうしましたら、次回は「テーマ未定」はとっていただいて、現在の②、③、④．特

に④を中心に意見を組み立てていくということでお願いします。この③の扱いがいま一

つ分かりにくかったのですが、こちらの審議会にかかる前に自立支援協議会のほうに先

にかかるのですか。自立支援協議会からの意見というのは、素案が自立支援協議会のほ

うが先に出る感じなのですか。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 自立支援協議会には素案をお示してという形ではなくて、こういった議論が進んでい

ますよというお知らせをして、ご意見をいただくということでございます。その意見を

踏まえてこちらで、こういう意見が出ましたというご報告になります。  

 

○小澤部会長  

 では素案は初めて登場するのはこちらの審議会ですね。わかりました。この審議会の

権限ですので、あちらが先というのは変なことになりますので、ちょっと確認させてい

ただきました。  

そうしましたら、次回この④を中心にこの素案を見ていただいた上で、まだ議論が足

らない点、あるいはこういう角度で分析をしてほしいとかということは、その素案をめ

ぐってご意見を承りたいと思います。次回素案が登場しますので、ぜひまた委員の皆様

におかれましては、いろいろな角度でご意見をいただきたいと思います。  

それから方向性とか理念は、委員の皆さんのほうで考えたご意見があればそれを十分

勘案させていただきたいと思います。なかなか実務を遂行するのと、理念を考えるとい

うのは相当難しい要望になりますので、事務局のほうは実務のほうを中心にきっちり進

めていただき、審議会のほうとしては理念や考え方をよりきっちり示すという方向で考

えていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。  

では、以上で本日審議すべき事項はここまでにしたいと思います。事務局のほうで事

務連絡的事項というのは何かありますでしょうか。  

 

○事務局  

 事務局から１点だけ。次回の日程です。次回の障害部会は８月２２日火曜日を予定し

ております。どうぞ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。そうしましたら本日の審議会はこれにて終了したいと思い

ます。ご協力ありがとうございました。  
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――了――  


