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１ 個別サービスについて 

 

（１）障害福祉サービスの提供 
 
◇ 障害支援区分認定者数 

年 度 25年度 26年度 27年度 28年度 

人 数 1,028人 1,070人 1,110人 1,160人 

※人数は各年度末の人数 

◇ 障害者総合支援法に基づくサービス利用延べ件数 

年 度 25年度 26年度 27年度 28年度 

訪問系  9,019件  9,538件  9,329件  9,813件 

日中活動系 10,635件 10,915件 11,396件 11,982件 

居宅系  3,973件  4,135件  4,325件  4,425件 

合 計 23,627件 24,588件 25,050件 26,220件 

※件数は請求件数を集計 

※訪問系は、ホームヘルプ（居宅介護）、同行援護、行動援護、重度訪問介護、ショートステ

イ（短期入所）の集計 

※日中活動系は、生活介護、療養介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援の集計 

※居宅系は、施設入所支援、グループホーム、ケアホームの集計 

 

居宅でのサービスを利用するためには障害支援区分の認定が必要になる。認定者数は増

加をしており、居宅による地域生活を希望する方が増える傾向であると推定できる。また、

就労施設利用などを含めた日中活動系サービス利用件数も増加していることからも、地域

での生活の継続環境はある程度整っていると考えられる。 

 

【課題】 

平成３０年４月に障害者総合支援法が改正され、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」が開始される。そのことにより、さらに地域での生活の援助体制が強化される予定

であるが、詳細な内容や提供事業者の条件等が現段階では示されておらず、引き続き国の

動向を注視し、来年度の施行に向けて準備を進める必要がある。 
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（２）地域生活支援事業の実施 

 

① 移動支援事業 
 
移動支援事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

１７年法律第１２３号。以下「法」という。）の規定に基づき、屋外での移動が困難な障

害者等に対して外出のための支援を行い、地域における自立生活及び社会生活を促すこと

を目的に下記の支援を行っている。サービスの支給量は、申請者からの聞き取り調査、訪

問をケースワーカー・保健師等が行い、総合的に必要量を勘案し決定する。 

 

ア 移動支援 

社会生活上必要不可欠な外出（買物、冠婚葬祭等）及び余暇活動（映画鑑賞、観劇

等）等の社会参加のための外出の際の移動を支援する。 

 

イ 義務教育等通学支援 

同居の保護者の疾病・就労・その他やむを得ない事情により通学の介助ができないと

きに通学の介助を行う。 

 

ウ 車いすガイドヘルプサービス 

ひとり暮らし、その他の理由により介護者を得られない車いすの利用者に、日常生活

の利便性と地域社会の積極的な交流を図るためにヘルパーを派遣する。 

 

◇ 移動支援支給量 

区分 支給量 その他 

身体障害者 40時間/月 

※グループホーム・ケアホーム

入居者は 20時間/月 

視覚障害者は 60時間/月 

知的障害者 

精神障害者 

障害児 小学生     15時間/月 

中・高校生   20時間/月 

難病患者 40時間/月 

※義務教育等通学支援は、利用上の上限時間は設けておらず、真に必要とされる利用時間 

の精査を総合的に行い、支給量を決定する。 
  
【支給決定状況と利用実績】 

 

◇ 支給決定状況 

年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 

決定者数

（人） 
593 623 662 712 745 

決定時間

（H） 
11,736 12,543 11,609 12,252 13,851 
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◇ 利用実積 

年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 

利用者数

（人） 
372 385 407 433 449 

利用率 ※1 62.7％ 61.8％ 61.5％ 60.8％ 60.3％ 

利用時間 

（H） 
5,915 5,862 6,154 6,333 6,393 

利用率 ※2 50.4％ 46.7％ 53.0％ 51.7％ 46.2％ 

※1 上記１の支給決定に対する割合  利用者数／決定者数 

※2 上記１の支給決定に対する割合  利用時間／決定時間 

 

【課題】 

 サービス提供体制の整備 

  地域生活支援事業は、サービスの内容や支給量等を、地域の特性や利用者の状況に応

じて区が独自に決定し実施するサービスである。 

移動支援事業の利用者数、利用時間は年々増加傾向であり、障害のある方の地域での

社会参加の促進によるものと推察される。 

しかし、サービス決定量に対し、利用率（利用者数／決定者数）が６１．４％（５か

年平均）という実態を鑑みると、サービス量の不足以外に利用できない要因を分析する

必要がある。 

今後、さらに国や都、他自治体の動向を踏まえ、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ある。 

 

 移動支援内容の見直しの必要性 

移動支援は地域の実情に併せ柔軟に実施することができることから、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

要がある。 

 

② 手話通訳者等派遣・手話通訳者等養成事業 
 
ア 手話通訳者・手話通訳奉仕員派遣 

聴覚障害、言語障害のある人の社会活動を促進するため、聴覚障害、言語障害のある

個人、団体に対して、区に登録した手話通訳奉仕員を昭和５３年から、手話通訳者を昭

和５９年から派遣している。また、東京手話通訳者派遣センターへの委託により他の道

府県とも連携し、都外への広域派遣にも対応している。 

手話通訳者は、同時通訳及び診察等の高い技術を要する通訳を行い、手話通訳奉仕員

は、主に個人の日常生活での会話の通訳を行う。 

「市町村は、原則として手話通訳者の派遣を行い、手話通訳奉仕員は当面の間派遣で

きる。」という国の方針、登録者数の推移及び当事者団体の意向から、平成２９年度末

を以て、区登録の通訳者は手話通訳者に一本化することとした。 
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◇ 区登録の手話通訳者・手話通訳奉仕員の登録状況 

年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 

手話通訳奉仕員 18人 17人 17人  7人  4人 

手話通訳者 23人 25人 24人 27人 28人 
  
◇ 手話通訳者等延べ派遣者数 

年度 25年度 26年度 27年度 28年度 

区 

登録 

手話通訳奉仕員  50人  34人  41人  20人 

手話通訳者 412人 391人 377人 333人 

委託 手話通訳者  87人  95人  75人 100人 

 

イ 要約筆記者派遣 

聴覚障害、言語障害のある人の社会活動を促進するため、中途失聴難聴者等手話通訳

ではコミュニケーションが難しい人に対して平成１９年から要約筆記者を委託により派

遣している。 

 

◇ 要約筆記者延べ派遣者数 

年度 25年度 26年度 27年度 28年度 

委託 要約筆記者 381人 321人 379人 332人 

 

ウ 手話講習会事業の拡充 

従来は、手話通訳奉仕員の養成を目指して「手話通訳奉仕員養成講習会（３年間）」

を実施してきたが、平成２９年度末を以て手話通訳奉仕員の制度を廃止すること、東京

都が実施する手話通訳者等養成講習会に応募者が多く、希望者全員が受講できない状況

にあることから、平成２９年度から同事業を手話のできる区民を養成する「手話講習会

（入門・基礎・応用クラス各１年間）」という位置付けにし、手話通訳者の養成を図る

ため「手話通訳者養成クラス（１年間）」を新設した。 

 

【課題】 

聴覚障害、言語障害のある人の社会活動を促進するためには、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、手話講習会事業の拡充は、手話のできる区民を

多数養成することと、手話技術の高い手話通訳者を養成することを目的としている。 

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である。 
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（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 
 
重症心身障害児（者）在宅レスパイト事業は、在宅生活を送っている医療的ケアの必要

な重症心身障害児（者）に対して、訪問看護師が自宅に出向き、一定時間家族の代わりに

医療的ケアを行うことで、家族の一時休息（レスパイト）やリフレッシュを図ることを目

的に、中野区では平成２８年１０月から実施している。 

東京都では、平成２８年６月の児童福祉法改正を踏まえ、「重症心身障害児（者）在宅

レスパイト事業実施要領」を改正し、平成２９年４月１日から対象者を拡大している。 

中野区においても、平成２９年度中に新たに１８歳未満の医療的ケアが必要な障害児を

対象者として拡大した。 

 

【課題】 

本事業は平成２８年１０月から医師会、訪問看護ステーションの協力を得ながら開始し

た事業であり、平成２８年度の実績は３３件（延べ回数）である。 

従来は、身体、知的等の重複した障害を持った方が対象であったため、医療的ケアのみ

の障害児はこのサービスを受けることができなかった。対象者が拡大されたことにより、

潜在的なニーズのあった対象者へサービスの向上が期待できる。 

今後、さらに都及び他自治体の動向を踏まえつつ、関係部署との連携を深め、利用者の

声を反映した施策展開が必要である。 

 

② 日中活動（通所事業）へのニーズの変化 
 
共働き世帯が多くなり、特別支援学校等への通学支援（義務教育等通学支援）の利用者

も８０名を超え、放課後は学校から放課後等デイサービス事業を利用する障害児も急増す

る中で、こうしたサービスを利用してきた障害児が特別支援学校の高等部に進学した場合、

現行制度では高等部に進学することにより通学支援が受けられなくなり、更に学校卒業後、

通所事業所を利用する場合も原則的に移動支援を利用することができなくなってしまう現

状がある。 

また、特別支援学校卒業後、地域の通所サービスを利用する場合、１６時頃には帰宅す

ることになり、帰宅後の支援者が不在となってしまうなど、サービスの継続性を確保する

ためにも、こうしたケースの活動の場の確保・各事業所のサービス提供時間の延長などを

求める声が高まっていくことが予想される。 

 

◇ 義務教育等通学支援利用者    （平成 29年 3月末現在） 

平成 27年 3月 平成 28年 3月 平成 29年 3月 

87人 86人 85人 
  
◇ 放課後等デイサービス支給決定者数            （平成 29年 3月末現在） 

放課後等デイ決定者数 12歳未満 12歳以上 15歳未満 15歳以上 

256人 139人 50人 67人 
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【課題】 

 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 

障害者の社会参加を促進するため、移動が困難な障害者への支援を行う移動支援事業

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いる。 

移動支援事業者の中には、通学、通所終了後や土・日などに複数のサービス利用者が

同一の移動先、活動の場を設定し集団で移動しサービスを提供するようなサービス提供

を行っている。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ある。  

 

 日中活動後の居場所（タイムケア事業の実施） 

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いる。内容は、当

該施設の利用者が対象で、通所時間終了後に引き続き見守りを実施するものである。区

立施設においては、指定管理事業の範囲として実施し、民設民営事業所においては、実

績に応じて経費の一部を区が補助している。 
 
◇ 指定管理（障害者福祉会館・かみさぎこぶし園）による事業実績 

年度 26年度 27年度 28年度 

利用者数（延人数） 357人 345人 297人 
 
◇ 補助金（民営事業所）による事業実績 

年度 26年度 27年度 28年度 

利用者数（延人数） 9人 7人 19人 

 

事業所においては、タイムケア事業実施時間帯の従事者の確保、適切な送迎が課題とな

っている。区においては補助額や制度設計の検証が必要である。また、各施設における送

迎車の運行については、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

する必要がある。 

一方、就労継続支援事業所におけるタイムケア事業の実施については、就労継続支援事

業所の１日における業務終了をもって作業が終了していることから、引き続き業務を継続

すること（就労の残業、事業時間の延長）はできない。生活介護の業務延長とは内容が異

なり、延長の発想では対応できない。 

 日中活動以外のサービスで、夕方以降を中心としたサービスを提供する事業者や制度が

求められている。 
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２ 支援体制・基盤について 

 

基幹相談支援センター機能の拡充 

 
南部すこやか障害者相談支援事業所の設置により、区内４圏域の地域の障害者相談支援

の拠点が整備された。 

すこやか障害者相談支援事業所に加え、せせらぎやつむぎなどの委託相談支援事業所、

指定特定相談支援事業所などの関係機関との連携を強化し、中野区の相談支援機関の拠点

としての各相談支援機関の指導・助言、人材育成などの機能を担っていく必要がある。 

 

 

 

中野区における基幹相談支援センターの役割のイメージ 

 

 

 

 

 

 

          

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合相談 

権利擁護・虐待防止                  地域移行 

 

            

関係機関のネットワーク化 

                （すこやか事業所連絡会、相談支援機関会議） 

すこやか障害者相談支援事業所 せせらぎ・つむぎ 

相談支援事業者 

連

携 

障害者自立支援協議会 

 

専門相談・理解啓発 

ピアカウンセリング 

当事者活動支援 

      

 

連

携 

連

携 

相談支援ネットワークシステムによる情報共有と連携 

虐待防止センター 

すこやか福祉センター 
サービス事業者 

基幹相談支援センター 
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（１）相談支援の質の向上 

 

① 計画相談支援の進捗状況 
 
平成２７年度から障害福祉サービスを利用する際にサービス等利用計画の作成が必須化

され、中野区においても急速に計画相談の作成率が向上し、平成２８年度末現在、作成率

は９４．４％となっている。 

 

◇ 計画相談支援の進捗状況             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成 29年 3月末現在） 

支給決定者数 計画作成済数 セルフプラン作成者 作成率 事業者による作成率 

1,667人 1,573人 218人 94.4％ 81.1％ 

 

中野区では居宅介護、重度訪問介護の利用者及び短期入所のみの利用者については原則

的にすこやか障害者相談支援事業所が計画相談支援を提供することとしており、すこやか

障害者相談支援事業所によるサービス等利用計画作成者は４８１人となり計画相談の３割

はすこやか障害者相談支援事業所が作成している。 

計画相談支援はほぼ完全実施に近い状況になっているが、今後はセルフプラン作成者に

ついて、相談支援事業者による計画相談支援への移行を図る必要がある。 

 

◇ セルフプラン作成者の現状 

同行援護利用者 67人 短期入所のみ 15人 

通所系利用者 89人（※59人） 自らの意思で作成 25人 

グループホーム 20人 その他 2人 

※精神障害者の通所系利用者 

 

【課題】 

セルフプランはモニタリングが行われず、きめ細やかな継続的支援が行われない恐れが

あることから計画相談の活用を促すこととされている。中野区では上記表のとおり２１８

人がセルフプランによりサービスを利用している状況にあり今後、計画相談への転換が必

要となる。 

計画相談に結びついていない利用者は上記のように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割を占めていることになり、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整備が必要となっている。 

また、本来、計画相談支援は利用者が指定特定相談支援事業所を選び利用するものであ

るが、中野区の場合、相談支援事業所の基盤が十分でなかったことからサービス等利用計

単位（人） 
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画作成を優先し、居宅系サービスはすこやか障害者相談支援事業所で、居住系サービスや

通所系サービスなどは、その他の指定特定相談支援事業所で作成することとしてきた。 

今後、相談支援体制の拡充により、利用者が相談支援事業所を自らの意思で選び利用で

きる体制を確保するため、相談支援体制の整備を進め相談支援事業者及び相談支援専門員

の確保が必要である。 

 

 29年 3月現在 必要数 

区内指定特定相談支援事業者数 17事業所 23事業所 

相談支援専門員数 39人 45人 

 

② 相談支援やサービス利用計画の質の向上 
 
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ったり、サービス担当者会が思うように開催されていないなど計画相

談支援の質の向上を図る必要がある。 

そのため基幹相談支援センターとして平成２７年度より相談支援専門員研修会を開催し

相談支援専門員のスキルアップを図る一助とした。 

 

◇ 《参考》相談支援専門員研修会実施内容 

第 1回相談支援専門員研修会 第 2回相談支援専門員研修会 

・「相談支援の質の向上に向けた検討

会」概要報告 

・計画相談支援費の請求について 

・各事業所の取り組み紹介 

・講演「相談支援の充実を目指して」 

・講演「相談支援の充実と計画相談支

援の実際」（医療との連携） 

・グループワーク 

 

 

【課題】 

サービス利用にあたり障害者の意思決定の支援がより一層適切に図られるよう「障害福

祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」が作成されたことを踏まえ、相談

支援事業者の意思決定支援に対する知識や技術向上の取り組みを行う必要がある。 

 

③ 専門相談の拡充 
 
ア 高次脳機能障害者への支援 

高次脳機能障害者及び発達障害の相談体制の強化を図る為に、障害者地域自立生活支

援センター（つむぎ）に専門相談を開設し、高次脳機能障害者の支援策としてコーディ

ネーターを配置し、本人支援や家族支援の一環として家族会の立ち上げ支援などを行っ

ている。 

  

高次脳機能障害相談 第 2・4木曜日 午後 1時～午後 4時 

   28年度相談実績  243人 

  

 高次脳機能障害者の支援に関しては、様々な支援者が関わることになるが、窓口担当

者等の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

が寄せられている。 
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【課題】 

高次脳機能障害のある方が身近な場所でその特性を踏まえた支援が受けられるように、

支援関係者に対する研修や地域住民への普及啓発を通して、高次脳機能障害に対する理解

を促進していく必要がある。 

 

イ 発達障害者への支援 

平成２８年の発達障害者支援法により、下記事項が規定された。 

 

  ① ライフステージを通じた切れ目のない支援 

  ② 家族を含めた、きめ細やかな支援 

  ③ 地域の身近な場所で支援を受けられるような支援体制の構築 

  

中野区では高次脳機能障害者同様に障害者地域自立生活支援センター（つむぎ）に

専門相談機能を持たせ、相談に応じている。 

 

発達障害専門相談 第 1・3木曜日 午前 11時～午後 2時 

   28年度実績  296人 

 

 

【課題】 

今後、発達障害者への支援の推進に向けて障害児支援所管と連携強化を図る為に、障害

者地域自立生活支援センター（つむぎ）と子育て支援部門、療育機関と連携し具体的な支

援を展開し、特に特別支援学校高等部を卒業時などのライフステージの転換期に支援の充

実を図る必要がある。 

また、区民から分かりやすい相談機関の周知やペアレントメンターの推進など児童福

祉所管分野と共に発達障害者支援施策の推進に向けた調整が必要と思われる。 
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（２）高齢障害者への支援 

 

◇ 障害別年齢構成別手帳所持者数               （平成 29年 3月末現在） 

 18歳未満 18歳～64歳 65歳以上 総計 

身体障害者手帳 127人 2,957人 5,157人 8,241人 

知的障害者手帳 280人   1,010人    97人 1,387人 

精神障害者手帳  13人 2,254人   374人 2,641人 

 

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いる。身体障害者については、介護保険との利用調整（介護保険へ

の移行、上乗せ）などが必要となるケースがある。（上乗せケース４３ケース） 

 

◇ 愛の手帳年齢階層別所持者数 

 

 

 

 

 

 

 

愛の手帳所持者は高齢化率こそ低いものの、５０歳以上で障害福祉サービスを利用する

１３４人中１０１人は障害者支援施設に入所又はグループホームに入居中であり、親の高

齢化により地域生活が困難となっている現状が伺える。 

愛の手帳所持者について入所施設では５０歳代で老化や早期退行が問題となる割合が３

割に達し、年齢を増すことにこれらの比率は上昇している。同様にグループホームにおい

ても６０歳代の４割が老化や早期退行などの問題を抱えている。（日本知的障害者福祉協

会調査結果） 
 

◇ 障害別支援区分１,２判定率 

  障害サービス 

受給者数 
区分所持者数 区分 1,2 比率 

身体障害者 365人 235人  69人 18.9％ 

知的障害者 551人 468人  82人 17.5％ 

精神障害者 554人 283人 200人 70.7％ 
 
精神障害者の障害支援区分は上記により支援区分１，２が占める割合が高いことが分か

る。これにより介護保険移行時に非該当又は要支援となり、従前利用していたサービス量

が確保できないケースが発生している。 

 

 

 

 

 

 

単位（人） 
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【課題】 

 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ージャーが連携を行う体制が必要である。 

 介護予防・日常生活支援総合事業の開始により、介護保険の利用までの手続きが複

雑となるため、きめ細やかな支援が必要である。 

 高齢化により身体機能や認知機能の低下により、通所先や入所先での支援に支障を

きたし、対応に苦慮しているケースがある。（通所方法、日中の活動、医療的ケア、

施設移行など） 

 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である。 

 ６５歳未満の障害者で親と同居している知的障害者は９０．７％、精神障害者は６

５．７％となり、親と生活している割合が高い。そうした中、「親亡き後」に支援

者が不在となるケースが存在するため、親亡き後の対策や成年後見制度の利用促進

を図る必要がある。 

 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での受け皿がなく、虐待

の緊急一時保護でニーズをカバーしている状態である。 

 保護者が要介護、障害者への支援も必要な多問題家族に対し地域包括支援センター

との連携による支援体制の構築が必要である。 

 

（３）難病患者への周知 
 

障害者総合支援法が施行された平成２５年度から、従来の身体障害者、知的障害者及び

精神障害者に加え、難病患者も障害者として位置づけられ、身体障害者手帳の有無にかか

わらず、障害福祉サービス等の受給が可能となり、平成２９年４月現在対象疾患は３５８

疾患まで拡大している。 

 

◇ 障害者支援法の対象疾病の拡大 

平成 25年 4月 平成 27年 1月 平成 27年 7月 平成 29年 4月 

130疾患 151疾患 332疾患 358疾患 
 
【課題】 

 難病は、大部分が希少疾患であり、その多様性のために他者から理解が得られにくいほ

か、療養が長期に及ぶこと等により生活上の不安が大きい。 

 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、対象となる疾病名を

記載したリーフレットや各種サービスの案内を、医療機関や関係部署に設置し、一層の周

知を行うとともに、必要な情報提供を徹底していくことが求められる。 

また、障害者総合支援法、介護保険法、難病法、身体障害者福祉法など法令で規定する

利用するサービスも多岐にわたることから、保健・医療・福祉等、関係機関との連携強化

が必要である。 
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３ その他 

（１）福祉人材の確保・育成 

 

平成１８年、障害者自立支援法が施行され、日中活動系（通所系）のサービス体系が

再編される中、区内の障害福祉サービス事業所も精神障害者を対象とした就労継続支援

事業所など新たに６事業所が新規開設、また旧法施設から進歩施設に移行する際に新た

に複数の障害福祉サービス事業を実施する多機能型事業所も多数存在するようになって

いる。 

児童通所関係事業所にあっては児童発達支援９事業所、放課後等デイサービス１８事

業所（児童発達支援事業所併設６事業所含む）となり、２４年度障害児通施設の再編以

降、新規開設事業者が急増している状況である。 

 

◇ 中野区内障害福祉サービス事業所（障害者通所系事業所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【課題】 

 福祉人材の確保 

福祉人材の確保については、介護職の有効求人倍率は上昇し 6.4％となり、新規開設

施設や事業拡大に伴い職員の確保が課題となっている施設も存在する他、確保した人材

の定着も併せて進めていくことも重要な課題である。 

また、重度訪問介護事業所に従事する喀痰吸引等の医療的ケアに従事することができ

る介護職員や障害者入所支援施設や生活介護などにおいて医療的ケアを行う医療職の確

保が困難な状況が続いている。 

中野区においても福祉人材の不足を解消するため、中野区社会福祉協議会が主催し合

同就職セミナーを開催するなど国の福祉職員の処遇改善施策に併せ、各自治体独自の福

祉人材の確保のための対策を講じられるようになってきている。 

NO 事業所名 生活介護 就労移行支援 就労継続Ａ型 就労継続Ｂ型 機能訓練 生活訓練

1 かみさぎこぶし園 ○
2 杉の子城山 ○ ○
3 杉の子丸山 ○ ○
4 杉の子大和 ○ ○
5 杉の子弥生 ○ ○
6 メイプルガーデン ○
7 中野区立弥生福祉作業所 ○ ○ ○
8 中野福祉作業所 ○
9 ふらっとなかの ○ ○
10 江古田の森 ○
11 中野区障害者福祉会館 ○ ○
12 ワークセンター翔和 ○ ○ ○
13 仲町就労支援事業所 ○ ○
14 Ｊａｄｅ中野 ○
15 ひゅーまにあ ○
16 ワーカライズ ○ ○
17 にじ中野坂上 ○
18 コロニー中野 ○ ○ ○
19 ワクわーく ○
20 東部福祉作業センター ○
21 カサデオリーバ ○
22 あとりえふぁんとむ ○
23 すばるカンパニー ○
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 福祉人材の育成 

介護福祉士や社会福祉士等障害者に関わる資格保持者も増加してはいるものの、資格

取得後各職場で体系的な教育が行われていない場合が多い。 

また、介護事業者に就職した人の内訳を見ると他業種からの転職者が多いことから、

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ある。 

地域包括ケアを推進していくためにも、福祉職員が地域との関わりを持ち、福祉職場

で蓄積された知見を、地域に還元し地域力を高めていく必要がある。 

中野区では平成２９年度より区が主体となり、通所系施設職員を中心に職層別に人材

育成研修の実施を予定しているが、人材の確保、定着、スキルアップ、地域包括ケアの

実現のための人材の活用と体系的な福祉職員の人材の在り方を検討していく必要がある。 

 

 

◇ 障害者（児）居宅介護従事者養成研修等の開催結果 

年 度 26年度 27年度 28年度 

開催事業者数 2事業者 2事業者 2事業者 

研修修了者数 34人 37人 46人 

※研修開催費用助成を利用した事業者を集計。 

※研修内容は、障害者（児）居宅介護従事者養成研修等事業のうち重度訪問介護従業者養成研修

（基礎課程・追加課程）又は行動援護従業者養成研修課程、障害者（児）移動支援従業者養成研

修事業の各課程。 

 

毎年度２事業者が研修を継続して開催している。助成金は、必要な費用の額（上限６

万円）とする。 
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（２）地域共生社会の実現に向けた取組 

 

① 中野区地域包括ケアシステム推進プラン 

 

誰もが尊厳を保って、可能な限り住み慣れた地域で最後まで暮らし続けることができる

よう、住まい、健康づくり、予防、見守り、介護、生活支援、医療が一体的に提供される

仕組みとして、「中野区地域包括ケアシステム」を構築するため、平成２９年３月に高齢

者を対象とした「中野区地域包括ケアシステム推進プラン（以下、推進プランとい

う。）」を策定した。 

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いく。 

 

② 推進プランの構成 

 

〔ステップ１〕   〔ステップ２〕   〔ステップ３〕       〔ステップ４〕 

平成28～30年度   平成31～32年度   平成33～34年度      平成35～37年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜高齢者が可能な限り

住み続けられる地域づ

くりに向けた基盤整備

＞ 

 

○理念の共有、機運醸

成 

○サービス基盤の充実 

○サービスの質の維持

向上 

○支援レベルの適正化 

○医療介護連携の推

進、専門職、地域との

連携強化 

○不足する資源等の抽

出と積極的な地域の資

源開発 

＜基盤、機運の充実を

背景とした地域包括ケ

アの全世代、全区民へ

の発展・充実＞ 

 

○子育て世帯、障害者

などすべての人へ対象

を拡大 

○関係主体の役割に基

づく目標設定と取組み

の推進 

○更なる地域資源の拡

大 

○すべての人に対する

相談支援を包括的に行

うための体制の充実 

＜全世代、全区民に発展

させた新しい地域包括支

援体制の進展＞ 

 

○複雑な課題を持つ家庭

も解決の方向を見出すこ

とのできる、すべての

個々人、家族が、自らの

選択、意向を尊重され、

安心して地域生活を送る

ための総合的な相談支

援、包括支援体制の充実 

 

 

○高齢者、子育て世帯、障

害者など地域のすべての人

が地域で支えあい安心して

暮らせるまちの実現 

 

○支える側、支えられる側

という垣根のない、全員参

加型の社会の実現 
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③ 障害福祉計画との関連性 
 

地域包括ケアシステムの構成要素 関連項目（障害福祉計画） 

柱１ 本人の選択／権利擁護  

・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 

・成年後見制度 

柱２ 住まい・住まい方 
・グループホームの整備 

・地域生活支援拠点の整備 

柱３ 健康・社会参加・就労 

・障害福祉サービスの提供 

・地域生活支援事業の実施 

・障害者就労支援 

柱４ 地域の見守り支えあい ・意思疎通支援者の育成 

柱５ 介護・生活支援サービス 
・障害福祉サービスの提供 

・地域生活支援事業の実施 

柱６ 医療 ・医療的ケア児（者）の支援 

柱７ 
相談、コーディネート機能及び 

ケアマネジメントの質の向上 

・相談支援の質の向上 

・福祉人材の確保・育成 

柱８ 認知症対策 － 

 

④ 検討の進め方 
 
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、これを受けて平成３０年度に、中野区地域包

括ケア推進会議にて関係団体とともに推進プランの見直しを行い、平成３１年度から拡大

できるよう取り組んでいく。 


