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第８期中野区健康福祉審議会  障害部会（第６回）  

 

開催日    平成２９年８月２２日（火）午後７：００～９：０５  

 

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）  

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、  

 

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  

 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６回障害部会を開催したいと思います。  

 今日は、前回いろいろご意見をいただきました報告書の案に関して、一定程度ご意見

をお伺いし、今度９月に全体会というのがありますので、そちらのほうでお諮りをする

ことになります。そういう方向で、今日はそちらのほうに審議の時間を割きたいと思っ

ております。  

 報告事項もいろいろありますけれども、これまでの皆さんのいろいろなご意見も踏ま

えて、総合的に、できる限り中身の濃い計画にしていきたいと思っております。  

 改めまして、お暑い中、また大変お忙しい中を集まっていただいたことを感謝しまし

て、今日はまた立場によっていろいろなご意見をお伺いし、最終的なまとめに結びつけ

たいと思っておりますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。  

 そうしましたら、まず最初に、事務局から資料の確認ということでお願いしたいと思

います。よろしくお願いします。  

 

○事務局  

 では、資料の確認をさせていただきます。お手元の資料の次第の裏面、「配布資料一

覧」をごらんください。資料１から資料３が障害福祉サービス意向調査速報の集計表と

なっております。資料４が「障害福祉計画等に対する中野区障害者自立支援協議会の意

見について」でございます。次の資料５ですけれども、「第８期中野区健康福祉審議会  障

害部会報告書（案）」でございます。資料番号は振っていないのですけれども、その後に

Ａ３判の資料で「障害部会での主な意見についての部会報告書（案）への反映状況一覧」

という資料をつけてございます。その次に参考資料が１から３までございます。資料に
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つきましては、以上でございます。落丁等はございませんでしょうか。  

 では、よろしくお願いいたします。  

 

○小澤部会長  

 よろしいでしょうか。  

 まず本日の次第に沿って進めていきたいと思っているのですけれども、議題に入る前

に、前回の部会で松田委員からご質問があってそのときには回答が難しかったので改め

て回答するということがございましたので、最初に、そのことの補足説明ということで、

事務局お願いします。よろしくお願いします。   

 

○大場中部すこやか福祉センター副参事（地域ケア担当）  

 中部すこやか福祉センターの大場でございます。よろしくお願いいたします。  

 前回、第５回の障害部会の席上、松田委員より、平成２８年度区内の長期入院、１年

以上の患者の退院１４名の支援状況について、地域移行支援事業所である「せせらぎ」

では地域移行先が居宅であるのに対しまして、保健師が支援したケースについては、全

てグループホームになっているということの分析について、ご説明したいと思います。  

 まず、長期入院から地域移行した１４名につきましては、地域移行に関係する各機関

のかかわりを明らかにするために、地域移行支援を行う指定一般相談支援事業所である

「せせらぎ」、区の生活援護分野が実施する生活保護受給者退院促進支援事業、東京都が

相談支援事業者に委託し、実施する精神障害者地域移行体制整備支援事業といった、主

たる退院支援事業別に利用者を分類したものでございます。これらの機関とのかかわり

のないケースを、便宜上、保健師のかかわりということで、前回、資料のほうに記載さ

せていただきました。  

 入院前住所地の保健師がかかわった地域移行として挙げた７ケースについてですが、

「せせらぎ」の地域移行支援や生活保護受給者退院促進支援事業は利用せず、入院先の

精神科病院が主体となって、病院所在地や近隣自治体などの所在するグループホームへ

の移行内定後、保健師に対して障害支援区分認定調査の依頼があって、保健師がかかわ

ったケースとなっておりますので、保健師や相談支援事業所がかかわったから区外グル

ープホームでという形ではないことをご承知おきいただきたいと思います。  

 「せせらぎ」であったり、保健師のかかわり、あとは東京都精神障害者地域移行体制

整備支援事業による地域移行支援につきまして、それぞれ関係者に保健師と明記されて

おりますが、精神障害者の地域移行の相談窓口というのは、すこやか福祉センターの保

健師とされておりまして、地域移行支援や地域定着支援の申請時、あとグループホーム

等の障害福祉サービスを利用する際の調査というものにつきましても、保健師がサービ

ス支給決定プロセスの中で必ずかかわることになっております。  

 そのほか、保健師は病院のメディカルソーシャルワーカーや、「せせらぎ」を初めとす

る各地域移行支援機関などと連携をしておりまして、地域移行に関する必要な制度案内、

地域生活に必要な情報提供などの間接的支援、グループホームの利用調整などの支援を

行うなど、幅広く地域移行にかかわる支援を行っているということになっております。  

 以上になります。  

 

○小澤部会長  

 ありがとうございました。前回松田委員から、ただいまのことに関してのご質問があ

りまして、その場での回答が調べてみないと難しいというものでしたので、本日、その

結果をただいま報告をしていただいた次第です。これについて、松田委員はよろしいで

すか。  
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○松田委員  

 質問ではなくて感想です。この質問をなぜしたかというと、２つあります。１つは、

かかわる所在によって、自宅に帰ってこられたり、区外のグループホームに入ったりす

る、そのかかわり方の違いがあるのではないかと思って聞いたところがあります。今の

ご回答で、そうではないということがわかったので、それはよかったと思っています。  

 ２つ目としては、「せせらぎ」で地域移行支援をやっていく上で、これは一般のお家に

帰ってくることを前提としてやっていますけれども、その際に、できればといいますか、

必ずショートステイやグループホームでお試しという練習をしたいと思っています。何

が課題になっているかというと、中野区内のグループホームに入ることができず、区外

のグループホームでお試しをして、戻ってくるということが頻繁に行われています。こ

れを見ていると、こんなに区外のグループホームに入ってしまうのであれば、私たちが

使えるところがだんだん少なくなっていってしまうなと、その危惧があって、お話をさ

せていただきました。つまり、中野区内でもう少し使えるところがないかなということ

をお話ししたかったということになります。  

 以上です。  

 

○小澤部会長  

 ありがとうございました。質問の趣旨も含めて補足していただきました。いろいろな

意味で課題も指摘していただきましたので、また検討させていただき、さらに対応させ

ていただくことになるかと思います。よろしくお願いします。  

 これは、前回のことに関する補足説明ということでございますので、よろしければ、

本日の議題に入りたいと思います。  

 皆様のお手元の次第で、本日の議題は大きく３つあるのですけれども、１つ、報告事

項ということで２点ほどあります。できれば報告事項ということでございますので、説

明と、あとは確認レベルの質問にしたいと思います。  

 本日は、審議事項が１点ございまして、こちらのほうが本日の一番大きなメーンにな

りますので、できればそちらのほうの意見交換の時間を十分に取りたいなと考えており

ます。  

 そうしましたら、最初に報告事項になります。１番目障害福祉サービス意向調査速報

についてということです。ご説明、よろしくお願いします。  

 

○菅野健康福祉部副参事（障害福祉担当）  

 それでは、障害福祉サービス意向調査の障害者調査と施設入所者調査、資料１、２に

ついて、ご説明をさせていただきます。  

 まず初めに、障害福祉サービス意向調査は、障害福祉計画及び障害児福祉計画の策定

に当たりまして、障害者の健康福祉サービスの利用実態や今後の利用意向を把握するた

めに、平成２９年５月に実施したものです。現在、集計結果を報告書という形で作成中

でございますが、速報値が出ましたので、今回、ご報告させていただきます。  

 では、まず資料１をごらんいただきたいと思います。  

 資料１、障害者調査につきましては、身体障害者の方、８９４名、知的障害者の方、

３００名、精神障害者の方、３００名、難病等による障害福祉サービス利用者の方、６

名の、計１，５００名の方を対象に行っております。そのうち回答数は６４５名で、有

効回答率は４３％でございます。  

 時間に限りがございますので、主立った内容を何点かピックアップいたしまして、ご

説明させていただきます。まず４ページ目をごらんいただきたいと思います。「主な介助



 4 

者はどなたですか」という１１－２の問に対しまして、「父」、「母」、「配偶者」、「子ども」、

いわゆる近親者が約６割を占めております。  

 また、次の問の１１－３「主な介助者のほかに、日常的に介助できる方はいますか」

に対しまして、約半分の方が「いない」と回答されています。この結果から、親亡き後

や子どもの自立とともに介助人が不在となることが想定されるため、障害のある方を地

域で支える仕組みを整えることが必要となるということが見てとれます。  

 次に、７ページ目をごらんいただきたいと思います。「障害者が働くためには、どのよ

うな環境が整っていることが大切だと思いますか」という問１９に対しまして、「健康状

態にあわせた働き方ができること」、「事業主や職場の人が障害者について十分に理解し

ていること」、「職場の施設や設備が障害のある人にも利用できるよう配慮されているこ

と」、このいずれの項目も高い数値を示しております。  

 平成３０年４月１日から法定雇用率の算定基礎に精神障害者が加わり、法定雇用率が

引き上げられることによりまして、今後、障害者の雇用者数が増加していくことが見込

まれます。障害のある方が新たに働く、また働き続けるためには、職場におけるソフト

面、ハード面をあわせた合理的な配慮の提供が必要となってまいります。  

 次に、１１ページをごらんいただきたいと思います。平成３０年４月から開始されま

す「自立生活援助及び就労定着支援を今後利用したいか」という問２１に対しましては、

それぞれ約２割の方が利用の意向を示しております。今回は速報値ということで見るこ

とはできませんけれども、どの年齢層が多いのか、障害種別によって違いが出てくるの

かなど、数値の分析も進めながら、来年度の実施に向けて準備を進めていければと考え

ております。  

 次に「サービス等利用計画について、不満に思うことは何ですか」という問２１－１

に対しまして、「相談支援専門員から説明がない、もしくは説明がよくわからない」と回

答される方が約７％いらっしゃいます。また、現在、障害福祉サービスを利用していな

いと回答した方に「障害福祉サービスを利用していない理由は何ですか」という問２１

－２に対しまして、「サービスを知らなかったから」と回答されている方が約１４％おり

ます。相談支援の質を向上させるためには、この項目の数値を下げていく取り組みが必

要となってまいります。  

 続きまして、「障害者に対する理解はどの程度進んでいると思いますか」という問２２

に対しまして、「進んでいる」と回答した方は約３割にとどまっております。また、次の

１２ページでございますが、「『障害者差別解消法』を知っていますか」という問２４に

対しまして、「知っている」と回答した方は約３割にとどまっております。障害者差別解

消法など障害に対する地域への理解啓発は、国、東京都、同時に中野区も取り組みを進

めておりますけれども、依然として社会全体の認知度が低いのが現状となっております。

今後も一層の周知に取り組んでいく必要がございます。  

 最後に、「今後充実させてほしい施策は何ですか」という問２３に対しまして、「障害

福祉サービスの利用などの障害者の福祉に関する様々な相談支援」、「利用できるサービ

スについての広報・周知（情報提供）」、「病気や障害に対する理解の促進」、このいずれ

の項目も高い数値を示しております。  

 障害等に対する理解が深まり、障害のある方がさまざまな相談を受けることができる

体制が整い、障害のある方本人が利用できるサービスを知ることができ、かつ、実際に

利用できるということが、地域生活を継続していくために求められております。  

 続きまして、資料２をごらんいただきたいと思います。資料２の施設入所者調査につ

きましては、障害者施設に入所している方１８７名の方を対象にしております。そのう

ち回答数は１４５名で、有効回答率は７７．５％となっております。  

 まず１ページ目をごらんいただきたいと思います。年齢に関する問２でございますが、
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５０歳以上の方が約半数を占めておりまして、また２ページ目の障害支援区分に関する

問４でございますけれども、区分５、６の方で約７割を占めておりまして、施設入所者

の高齢化、重度化が数値においても見てとることができます。  

 そして、「現在の施設に入所して何年になりますか」という問６に関しまして、「１０

年以上」が約６割を占めております。また、「施設のある場所はどこですか」という問８

に対しまして、都外が約半数の方、３ページ目の「今後どこで生活したいですか」とい

う問９に対しましては、「現在のように、入所施設で暮らしたい」という方が約半数を占

めております。入所施設が長くなればなるほど、施設入所者の高齢化、重度化が相まっ

て、今のままでいいという気持ちが高まってきてしまう傾向もございますため、入所施

設でその方の生活を終わらせない、再び地域に戻って生活ができるような体制や基盤整

備が必要になってまいります。  

 資料１、２の説明については、以上でございます。  

 

○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）  

 続きまして、資料３の説明について、私からさせていただきます。  

 資料３につきましては、発達支援等調査といたしまして、０歳から１８歳までの発達

支援の対象児及び手帳所持者等の中から抽出した６５０名の方を対象に調査をしたとこ

ろでございます。  

 内容について、何点か主立った点を説明させていただきます。  

 １ページをごらんください。回答されたお子さんについてですけれども、お子さんの

年齢は５歳から９歳が全体の４５％と一番多くなってございます。また、資料で２０歳

以上、１名となってございますが、こちらは確認いたしましたところ、保護者の年齢を

誤って記載したということのようですので、今後、最終的な報告に向けては「無回答」

に含むものと整理をしていきたいと考えております。  

 手帳を所持しているお子さんについては、身体障害者手帳が９．８％、愛の手帳が３

１．４％となってございます。また、一方、手帳を所持していないお子さんというのも、

全体の６０％強となっているところでございます。  

 続いて、４ページ、５ページをごらんいただければと思います。問７「児童発達支援

を知っていますか」、問１１「放課後等デイサービスを知っていますか」、いわゆるさま

ざまな支援、サービスについての周知度を聞いているものでございますけれども、「はい」

の割合が８０％を超えている状況がございます。こちらについては、前回の２６年度に

調査した際には、同様の質問に対しまして、大方４割ぐらいの程度の回答でございまし

たので、児童福祉法が改正されて以降、周知が一定程度進んだことは見てとれるかと思

っております。  

 また、７ページをごらんください。７ページの問１８でございます。「障害児支援利用

計画を作成する際には、どこの障害児相談支援事業所の利用を希望しますか」といった

質問に対しまして、「すこやか障害者相談支援事業所」及び「自宅近くの障害児相談支援

事業所」が３５％という形になってございます。セルフプランによる障害児利用支援の

作成ではなく、事業者による利用計画の策定を進めていくために、こうした結果を参考

に、身近な場所での支援体制といったことを図ってまいりたいと思ってございます。  

 続きまして、７ページの問２０でございます。こちらは「障害児に対する地域の理解

はどの程度進んでいるか」といったところにつきまして、「あまり進んでいない」といっ

た回答が３８％となってございます。先ほども障害者のほうの調査にもございましたけ

れども、障害理解のための区民の方を対象としたさまざまな取り組みを進めております

けれども、今後、さらにそうした地域社会での理解、配慮、支援が実行できるための取
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り組みを進めていく必要があると感じているところでございます。  

 また、最後に同じく７ページの２１番、施策・サービスに関する項目でございます。

こちらにつきましては、「サービスの利用などの福祉に関する様々な相談支援」、あるい

は「サービスについての広報・周知」、「病気や障害に対する理解の促進」、こういった点

が高い数値となってございまして、こちらは障害者調査におきましても同様の傾向が見

られるところですが、利用できるサービス等の周知や相談支援の充実、理解促進といっ

たところに力を入れていかなければならないなといったところが、調査から見てとれる

ところかと考えております。  

 報告は以上になります。  

 

○小澤部会長  

 ありがとうございました。この調査に関しましては、今日の段階では速報であります

ので、数字が並んでいるという状況になりますけれども、最終的には報告書という形で、

グラフとか、もうちょっと見やすい形のものが最終的にはでき上がるということを聞い

ております。多分、次回のこの会議の前ぐらいには、最終報告書というのができ上がっ

てくるかと思っています。  

 本日の段階では、あくまで速報ということでありますけれども、ただいま若干ポイン

トに触れていただきまして、何かこの場で確認したいこととか、あるいはこういう点を

もうちょっと考えてほしいというような程度のことでありましたら質問を受けたいと思

っておりますけれども、いかがでしょうか。ただ数字がいっぱい並んでいるので、読み

込んでみないとわからないこともあるかと思いますけれども、また、本日の会議以降、

もし、この数字はどういうことなのかということがありましたら、それはまた事務局の

ほうにご質問をお寄せいただくという扱いをさせていただければよろしいかと思います。 

 

○中村委員  

 質問ですけれども、よろしいですか。施設入所者の２ページですね。「施設のある場所

は次のどれにあてはまりますか」という質問は中野区に住所がある人に対してされてい

るという理解でよろしいですか。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 施設入所者調査は支給決定を中野区で行っている方に対して行っています。ですから、

中野にもともとお住まいになっていて、遠くの施設に入られた、住民票を移している方

はいらっしゃるかもしれませんけれども、支給決定は住所地特例で、区で行っておりま

すので、その方を抽出してアンケートを取っているということです。  

 

○中村委員  

 わかりました。  

 

○小澤部会長  

 よろしいでしょうか。  

 

○上西委員  

 最終的に、この障害者調査になりますけれども、身体８９４、知的３００、精神３０

０で、それぞれの分野で最終的にはまとめられたりするのでしょうか。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  
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 報告書としては障害者調査はまとめて１冊です。  

 

○上西委員  

 わかりました。結果は、その障害特性によってそれぞれ違うのかなと思ったりもしま

すので、今回かどうかわかりませんけれども、障害別にまとめていただくのも１つの方

法かなと思っています。  

 私は、たまたま意向調査を回答するほうに当たったのです。それで、この設問につい

ては審議会の議論の中に入れていただいて確認したはずなのに、実際にやってみると、

知的障害に限りかもしれませんけれども、自分のところは当てはまる設問が少なかった

と思います。それだけ身体、知的、精神の特性というものは、もしかしたら違うのかな

とも思われますので、将来のことになりますけれども、できれば、分野別に少し答えら

れるようなものがあってもいいのかなと思います。知的に身体が絡んでいる方とか、精

神と知的が絡んでいる方だったりという重複したものがあるので、そういう全体のもの

も必要かとも思いますけれども、分野別のものもぜひお願いしたいと思います。よろし

くお願いします。  

 

○小澤部会長  

 これは何か事務局のほうでお考えがあれば、コメントをいただければと思います。い

かがでしょうか。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 この意向調査につきましては、中野区だけでは、なかなか母数が多くないものですか

ら、比較がしづらいものもあったりします。そのため、東京都の調査と質問項目を合わ

せているものもございますので、全てをというのは難しいですけれども、今いただいた

ご意見を参考にして、３年後、また検討していきたいと思っております。  

 

○小澤部会長  

 ありがとうございます。せっかく今回アンケートを配布するというところで、やっぱ

り回答のしづらさとか、いろいろ意見があるということであれば、次回、改善をしてい

ただくということになるかと思います。ぜひ３年後に生かしていただくためにも、委員

の皆様におかれましては、また、もし何かお気づきの点があれば、積極的に事務局のほ

うに意見を出していただくと大変ありがたいと思います。  

 一応、報告事項という扱いでございますので、先ほど言いましたように、もうちょっ

とじっくり数字を眺めてみたら、この点がわからないとか、ここのところはもうちょっ

と検討してほしいと、そういうご要望がありましたら、いかようにでも事務局のほうに

出していただくとありがたいなと思います。  

 ただ、最終的には、報告書にまとまっていくのですけれども、そのまとめ方にも、場

合によっては、そのご意見を反映させていただくこともあると思いますが、そのような

扱いにさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。  

 そうしましたら、報告事項がもう１つございますので、２番目の報告事項になります。

障害福祉計画等に対する中野区障害者自立支援協会の意見ということで、事務局ご説明

をよろしくお願いします。  

 

○菅野健康福祉部副参事（障害福祉担当）  

 それでは、自立支援協議会からこの計画策定に当たりまして出された意見となってお

りますけれども、資料４をごらんいただきたいと思います。６つの章立てで意見が出さ
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れております。  

 まず１番目、計画全体に対する意見でございます。平成３０年度から一人暮らしを希

望する知的障害者・精神障害者を支援する「自立生活援助」、在職障害者への課題解決を

支援する「就労定着支援」が創設され、また、報酬改定が行われる。新たな福祉サービ

ス等について、国の動向に注視しながら数値目標を設定していく必要があるという意見

が出ております。  

 次に、２番目、地域生活の継続の支援に関する意見でございます。  

 個別サービスについて。１点目は、地域における自立生活や社会生活を促していくに

は、移動支援の対象を広げていくことも検討する必要がある。次に、重度訪問介護は、

ヘルパーの人材確保に対する取組を行っていく必要がある。次に、高齢障害者（６５歳

以上）の方への支援について、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、相談支援専門員と介護支援専門員の連携を推進する体制を整

える必要があるという意見が出ております。  

 ２ページになりまして、支援体制・基盤について、１点目が、相談支援に関わる人材

の育成のために合同の研修等を行い、どこでも等しく質の高い相談支援が受けられるよ

うにする必要がある。次に、適正な支給決定を確保するため、すこやか相談支援事業所

及び区内の指定特定相談支援事業所を含めた相談支援体制の拡充を図る必要がある。次

に、日中活動後や休日の居場所の確保を検討する必要がある。次に、自立支援協議会の

組織の関係性を整理・活用し、地域の実情に応じた支援体制の改善等を促進する必要が

あるという意見が出ております。  

 次に、３番目、入所等からの地域生活移行に対する意見でございます。個別サービス

について、居宅介護は地域生活を実現していくにあたり、重要な役割を持つため、地域

移行を進めるためにも障害種別を問わず、利用しやすいサービスにしていく必要がある。 

 次に、支援体制・基盤について、１点目が、入所等からの地域移行や親亡き後の生活

等を考える上で、地域のグループホームへのニーズが今後更に高まると考えられる。生

活の支援のレベルに相応したタイプ別のグループホームの整備を推進することが重要で

あるという意見が出ております。  

 ４番目、就労支援に対する意見でございます。１点目が、就労支援センターを中心に、

特別支援学校等が連携して就労支援・定着就労を行っていくことが重要である。次に、

職場実習の場や就職先、各障害者施設の自主生産品の販売先を拡大していく必要がある。

次に、作業できる施設が限られない業務の受注を拡充していくことが重要である。次に、

やりがいや生きがい等をもって仕事に取り組めるよう障害者の特性にあった支援をして

いく必要があるという意見が出ております。  

 次の３ページ目の５番ですけれども、権利擁護に対する意見でございます。まず１点

目が、障害者への差別解消の取り組みを検証する仕組みを整えることが重要である。次

に、障害者の虐待対応について、現行の体制が、虐待通報・届出に対して速やかに対応

できているか、また、緊急一時保護を行うことができる体制が確保されているか検証し

ていくことが重要であるという意見が出ております。  

 最後に、６番目の障害児支援に対する意見でございます。支援体制・基盤について、

１点目は、質の高いサービスを提供するためには、必要な支援を総合的に判断できる専

門性を確保した支援体制を整えることが重要である。２点目は、発達障害については、

幼少期からのきめ細かい支援とともに、その親への支援も充実させる必要がある。３点

目は、医療的ケア児を支援する事業所を確保していくことが重要である。最後に、ライ

フステージに応じた切れ目のない支援を実現するために、その時々における関係機関の

連携を強化する体制を整える必要があるという意見が出ております。  

 ご説明は以上でございます。  
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○小澤部会長  

 ありがとうございました。ただいま事務局の説明ということでありましたけれども、

自立支援協議会の会長が中村委員でありますので、ただいまの説明に何か補足事項がご

ざいましたら、よろしくお願いしたいと思います。  

 

○中村委員  

 特別に補足するということについては、全体会でも協議を重ねた結果の意見ですので、

特にはございませんけれども、今回初めて障害児支援に対する意見というのが入ってい

ます。このことが１点です。もう１つは、中野区の場合は、自立支援法が施行された直

後にこの自立支援協議会を立ち上げていらっしゃって、第５期ですから１０年ぐらいや

っており、非常に歴史が深い協議会となっています。この２ページ目の上から４番目に

書いてある組織の関係性を部会ごとの役割の整理とか活用方法とか、情報の共有の方法

について少し見直しをしていく、改善をしていったほうがいいのではないかという意見

が、相談支援部会の中からも出ていますし、相談支援事業そのものが、今後それこそ地

域包括ケアシステムの中ではかなり重要視されていきますので、そのことについてはき

っちり見ていきたいと思っています。  

 それと同時に、中野区の地域包括ケアシステム推進プランが出されていますけれども、

第２ステップでということで、子育て世帯、障害がある方などへのということの作成を

計画されているということですので、いわゆる福祉計画とあわせて、この地域包括ケア

システムの推進プランを意識しながら、計画の中に反映させていただけないかなと思っ

ています。  

 以上です。  

 

○小澤部会長  

 ありがとうございました。この自立支援協議会からの意見ということに関しましては、

次の審議の議題の報告書（案）と非常に関係が深いところの指摘もございますので、場

合によってはこういった意見を参考にしながら、そちらのほうでより深めていくという

形で扱わせていただきたいと思っております。  

 最終的には、数値目標を含めた計画を作成しなければいけませんので、そのときにこ

のような意見を反映させながら、最終の計画を完成させていきたいというところもあり

ますので、また、ぜひこの意見を事務局のほうでも十分に勘案していただいて、取り組

んでいただきたいと思います。  

 一応、報告という扱いでございますけれども、これに関してのやりとりは次の審議に

入り込んでしまいますので、とりあえず報告事項という扱いでよろしくお願いしたいと

思います。  

 そうしましたら、以上２点が報告事項でしたので、次が審議事項になります。今日の

審議事項はこの１点です。障害部会報告書（案）ということで、前回まで、いろいろな

角度でご意見をいただきました。そのご意見を反映させながら案を事務局のほうで作成

していただきまして、本日また新たにいろいろなご意見をお伺いした上で、最終的には

９月に全体会がございますので、そちらのほうでのまた審議というのでしょうか、検討

をするということになります。それにしても部会のほうで一定程度は固めておきません

と、全体会で、部会のほうでの考え方がどうなのかという問いかけも過去にいろいろと

あったことがありましたので、できれば、本日、この案を共通認識していただいて、次

の９月の全体会に諮っていきたい、そういうふうに思っております。したがいまして、

ぜひいろいろな角度でご意見を、あるいはご質問をしていただいた上で、まとめていき
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たいと思います。  

 残りの時間はこれがメーンになりますので、まずは障害部会報告書（案）についての

事務局からの説明をお願いしまして、その後の時間は大体この報告書をめぐってご意見

をお伺いするという形になると思います。よろしくお願いします。  

 では、そうしましたら、事務局、よろしくお願いします。  

 

○菅野健康福祉部副参事（障害福祉担当）  

 部会報告書のご説明に入る前に、本日、参考資料としてお配りさせていただきました

「障害部会での主な意見についての部会報告書（案）への反映状況一覧」という資料が

あると思いますが、こちらには、委員の皆様からいただきましたさまざまなご意見のう

ち主な意見につきまして、この報告書への反映状況というのを一覧にまとめてございま

す。向かって左のほうが委員の皆様からいただいた意見の要旨になりまして、右側が今

回の部会報告書（案）への反映状況ということで、一覧にまとめてございます。この部

会報告書のご説明とあわせて、反映状況の一覧もごらんいただければと思いますので、

よろしくお願いいたします。  

 それでは、部会報告書につきまして、ご説明をさせていただきます。このうち第１章

から第５章につきまして、ご説明をさせていただきたいと思います。  

 まず１ページの第１章です。中野区における障害福祉の推進に向けての１点目「障害

者（児）施策をめぐる国等の動向」、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援

等に関する法律」や「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の成立など、

国内法の充実が図られたことにより、平成 26 年１月 20 日に日本は障害者権利条約を締

結しました。  

 平成２８年４月に施行された障害者差別解消法では、国・地方自治体には、不当な差

別的取り扱いの禁止と障害者への合理的配慮が義務化され、また、これと同時に、雇用

の分野に置ける障害者に対する差別の禁止及び障害者が職場で働くにあたっての支援を

改善するため、改正障害者雇用促進法が施行されました。  

 ２ページをお開きいただきまして、平成２８年５月に、成年後見制度の利用の促進に

関する法律が施行され、成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に

推進することとされました。平成３０年４月に施行されます障害者総合支援法の改正で

は、「自立生活援助」、「就労定着支援」といったサービスが新設されます。  

また、障害児支援の施策としましては、平成２４年４月の児童福祉法改正により、障

害児通所支援の実施主体が区市町村に一本化され、身近な地域を基本とした支援体制が

推進されました。同年８月には、子ども・子育て支援関連３法が成立し、障害児への配

慮や受け入れを促進するための支援の強化等障害児支援の充実が図られたこと、平成３

０年４月に施行される障害者総合支援法及び児童福祉法の一部を改正する法律において、

自治体において障害児福祉計画を策定するものとされた、といった内容でございます。  

 ３ページ、「２  中野区健康福祉審議会障害部会における審議の概要」です。国は、第

５期障害福祉計画・第１期障害児福祉計画の策定にあたりまして、国の基本指針により

示された基本理念は５点で、また、国の基本指針により示された重点的な成果目標は、

５項目がこちらに挙げられております。  

 この第８期健康福祉審議会障害部会では、障害者の権利擁護について、地域生活の継

続の支援について、入所等からの地域移行について、障害者の就労支援について、障害

児支援についての５点を中心に審議を行うこととしました。  

 ４ページ、「３  障害部会における審議内容」。こちらは、本日の開催分も含めました

開催状況でございます。  

 ５ページ、こちらは障害者施策といたしまして、第２章から具体的な報告の中身にな
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ってまいります。「第２章  障害者の権利擁護」。社会への参加を制約している社会的障

壁を取り除き、権利擁護が必要な人が安心して制度を利用できる体制を構築することが

求められることが、以下に述べられています。  

 項目立てといたしましては、１点目が、「障害を理由とする差別の解消の推進」です。

障害を理由とする不当な差別的取り扱いの禁止について、区民の関心と理解を深めると

共に、必要かつ合理的な配慮の提供について、具体的な場面や状況に応じて柔軟に対応

していくことが重要であるという内容でございます。その中に、（１）区の取り組みにつ

いての点検・評価としまして、第三者機関（中野区障害者差別解消審議会）による点検・

評価を通じて、公正性の確保と改善を図っていくことが重要である。（２）合理的配慮の

提供推進としまして、事例を収集・共有することを通して、さらなる合理的配慮の提供

に努める必要がある。（３）障害を理由とする差別の解消についての理解啓発について、

区民や事業者対象の啓発活動を積極的に実施していく必要があるという内容でございま

す。  

 次の２点目は、「障害者に対する虐待防止の推進」です。６ページ目をごらんいただき

まして、（１）障害者虐待防止体制の強化についてです。訪問による相談支援の機会等を

活用して、虐待の早期発見や予防に取り組むことが重要である。また、障害者福祉サー

ビス事業所等に対し、虐待防止研修への参加を促すと共に、障害者虐待に関する事例の

共有・分析などを通して、障害者虐待防止体制の強化を図る必要があること。（２）緊急

一時保護先の確保としまして、一時保護のために必要な居室の確保のために、地域生活

支援拠点等の活用を検討し、整備を進める必要があること。（３）障害者虐待防止につい

ての理解啓発としまして、区民や養護者に対して啓発活動を積極的に実施していく必要

があるという内容でございます。  

 ３点目が、「成年後見制度の利用促進」です。成年後見制度の啓発と利用促進としまし

ては、制度利用が促進されない実態を把握し、地域の実情に即した理解啓発等の利用促

進を図る必要があるという内容でございます。  

 ７ページ、「第３章  地域生活の継続の支援」です。地域の人々の理解のもとで生活し、

相談支援機関の重層的な連携と質の高い必要な量のサービス提供が必要となることが、

以下に述べられています。１点目が、「地域における生活の維持及び継続の支援です。（１）

が地域共生社会の実現に向けた取り組みとしまして、区では、「中野区地域包括ケアシス

テム」の構築を進めており、障害者については平成３０年度に関係団体とともに「中野

区地域包括ケアシステム推進プラン」の見直しを行い、平成３１年度に実施の予定であ

るが、地域共生社会の実現に向けて取り組みを進めていく必要がある。（２）基幹相談支

援センター機能の充実としまして、関係機関との連携を強化し、各相談支援機関への指

導・助言、人材育成等を担っていく必要があるという内容でございます。  

 （３）相談支援の質の向上としまして、相談支援体制の拡充について、サービス等利

用計画の作成が必須化され、区の作成率は平成２８年度末現在で９４％、このうちセル

フプランは１４％を占めている。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ため、計画相談の利用を促す必要があり、相談支

援体制の整備が必要である。また、区では居宅サービスはすこやか障害者相談支援事業

所、居住サービスや日中活動サービスなどは、その他の指定特定相談支援事業所でサー

ビス等利用計画を作成することとし、計画相談の体制整備を図ってきた。今後、利用者

が自らの意思で相談支援事業所を選択し、利用できるように、引き続き相談支援事業所

ならびに相談支援専門員の確保を図っていく必要がある。  

 次に、相談支援やサービス等利用計画の質の向上について。区は、自己決定に困難を

抱える障害者が、日常生活や社会生活に関して自らの意思で生活を送ることが可能とな

るよう、本人の意思の確認や意思及び選好の推定、最善の利益の検討のための支援を行
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うとともに、相談支援事業者に対して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。  

 次に、専門相談の拡充について。そのうちの高次脳機能障害者への支援としては、支

援者に対する研修や、区民への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。また、高次脳機能障害コーディネーターによる家族会支援など、当事者

活動の支援も併せて推進していく必要がある。発達障害者への支援としては、特別支援

学校高等部卒業時などライフステージの移行期等の支援を実施させる必要がある。また、

区民から見て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をする必要があ

る。  

 （４）の障害福祉サービスの提供としまして、障害者総合支援法の改正により、平成

３０年度から「自立生活援助」と「就労定着支援」が開始されるため、国の動向を注視

しつつ来年度の施行に向けて着実に準備を進める必要がある。  

 （５）地域生活支援事業の実施としまして、１点目が、移動支援事業について、移動

支援の利用率は６１％と少なく、ヘルパー不足によって希望する時間帯に利用ができな

いことや、通学・通所・通勤などの利用用途による制限があることが移動支援を十分に

活用できない要因であるとの声もあり、検討をする必要がある。また、意思疎通支援事

業について、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、

さらに手話のできる区民及び手話通訳者を養成していくことが必要である。  

 ２点目が、「多様化するニーズへの対応」。  

 （１）高齢障害者への支援としまして、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する体制を

つくる必要がある。また、介護保険事業所や今後新たな事業形態として期待される共生

型サービス事業所等を活用し、高齢障害者のニーズに応じた支援をすることが必要であ

る。  

 （２）重症心身障害児（者）在宅レスパイト事業としまして、平成２８年度より開始

した事業であるが、今後はさらに、利用者の声を反映した施策展開を図っていく必要が

ある。  

 （３）日中活動へのニーズの変化としまして、共働き世帯が多くなり、特別支援学校

生徒等の放課後等デイサービス利用が急増しているが、特別支援学校を卒業して日中活

動サービスを利用すると、１６時頃に帰宅することになり、帰宅後の支援者が不在にな

ってしまう。日中活動後の居場所についてのニーズを把握し、支援について検討してい

く必要がある。  

 （４）難病患者の障害福祉サービスの利用促進に向けた周知としまして、難病等の対

象疾患は、平成２９年４月現在３５８疾患に拡大したが、障害福祉サービスの利用者は

少ないため、難病患者が円滑に障害福祉サービスを受けることができるよう、必要な情

報提供を行うことが求められる。また、利用できるサービスが多岐にわたることから、

保健・医療・福祉等関係機関の連携強化が必要である。  

 （５）福祉人材の育成としまして、事業所開設や事業拡大に伴い福祉人材の育成が課

題となっており、確保した人材の定着も併せて進めていくことが重要である。各事業所

において、介護福祉士や社会福祉士等の資格取得後に体系的な教育が行われていない場

合が多く、区は、日中活動事業所の職員を中心に職層別の人材育成研修を予定している

が、人材の確保、定着、スキルアップ、地域包括ケアシステムの実現のための人材活用

と体系的な福祉職員の人材のあり方を検討し、進めていく必要があるという内容でござ

います。  

 １１ページ、「第４章  入所等からの地域移行」です。地域生活への移行を促進する支

援体制、地域定着を包括的に支える体制の整備が必要となる。一般住宅への移行も視野
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に入れて取り組むことが求められることが、以下に述べられています。  

 １点目は、「入所施設からの地域生活への移行」です。（１）、入所施設からの地域生活

への移行としまして、移行率が低い状況が続いており、また、施設入所者の入所先は、

区外、都外施設が圧倒的に多く、利用者との連絡の取りづらさ等から、具体的な支援が

行いにくい状況にある。今後、施設入所者のニーズ把握や施設職員との連携を取り、区

内等への地域移行を進める必要がある。  

 ２点目は、「精神科病院からの地域生活への移行」です。  

 （１）長期入院者の地域移行・地域生活を支える相談支援体制の強化としまして、精

神障害者の地域移行を促進するためには、長期入院者の退院支援と併せて、入院が長期

化する前に、円滑な退院に向けた支援につなげる取り組みが必要である。今後、地域移

行支援に関わる関係機関の情報共有の連携を強化し、精神科病院からの地域生活への移

行を促進していく必要がある。  

 （２）地域生活の体験機会の提供としまして、住みなれた地域で安心し自立した生活

を送るためには、地域生活を体験する機会が求められるため、グループホームの体験等

により、１人ひとりの適正に応じた地域移行の支援を促進する必要がある。  

 （３）精神障害者に対応した地域包括ケアシステムの構築としまして、区は、国の基

本指針を勘案しながら、「中野区地域包括ケアシステム」の構築を進めていく必要がある

という内容でございます。  

 ３点目は、「地域生活を支える資源の整備について」です。  

 （１）グループホームの整備としまして、知的障害者を対象とするグループホームに

ついては整備が進んでいるものの、精神障害者対象のグループホームは通過型しかなく、

整備状況は立ち遅れているため、グループホームの整備を今後さらに進めていく必要が

ある。  

 （２）地域生活支援拠点の整備としまして、区における地域生活支援拠点の整備は、

多機能拠点整備型と面的整備型を合わせた複合型の構築を目指すべきであり、基幹型相

談支援センター、各すこやか福祉センターなどの相談支援機関等と社会資源との連携を

強化する必要があるという内容でございます。  

 １３ページ、「第５章  障害者の就労と理解促進」についてです。障害者が地域で自立

した生活を送るためには、企業就労や障害者就労支援事業所における工賃の向上による

経済的な基盤を確立していく必要がある。地域社会の中で障害者への理解を進めること

により、障害者が当たり前に働ける社会を実現していくことが求められることが以下に

述べられております。  

 １点目が、「企業就労に向けた支援」です。（１）身近な地域での雇用の場の確保とし

まして、区は、就労・雇用促進事業の取り組みとして、事業共同組合（特定組合等）へ

の支援を行い、障害者の雇用の場の確保に努めてきたが、改正障害者雇用促進法により、

平成３０年度から法定雇用率の算定基礎に精神障害者が加わり、法定雇用率が引き上げ

られるため、区内の民間企業での企業実習の機会を増やし、就労体験先の企業がそのま

ま雇用に繋がるような取り組みを行い、雇用の場の確保と就労者数の増加を図る必要が

ある。  

 （２）就労定着支援の充実としまして、平成３０年４月から、「就労定着支援」が開始

される。特に精神障害者に対する定着支援を強化する必要があること。  

 （３）職場における障害者理解の促進としまして、採用する企業側が障害特性を理解

し、適切な合理的配慮を提供することが重要であること。  

 次に１４ページになります。（４）特別支援学校・障害者就労支援事業所との連携強化

としまして、働く意欲のある障害者を増やしていくには、特別支援学校と連携し、在学

中からの早期支援を実施し、ライフステージの移行期から継続的に就労支援を行う必要
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がある。また、障害者就労支援事業所と連携し、就労希望者の把握に努め、施設職員の

支援力を強化していく必要がある。  

 （５）精神障害者への就労支援の強化としまして、精神障害者には、精神通院医療の

利用者、発達障害、高次脳機能障害等で手帳を取得していない方も含まれており、それ

ぞれの障害特性に応じた相談支援の強化が必要であるという内容でございます。  

 ２点目が、「障害者就労支援事業所における工賃の向上」です。  

 （１）区役所業務の発注促進としまして、今後も継続的な発注に努めると共に、新た

に発生した業務について、可能な限り障害者就労支援事業所へ発注するように取り組む

必要がある。  

 （２）安定的な受注の確保としまして、共同受注促進事業により、各事業所の作業技

術に合わせた受注を促進させている一方で、各事業所の作業技術を向上させる支援が必

要である。  

 （３）各障害者就労支援事業所の自主生産品の販路拡大に向けた支援としまして、地

域における障害者理解の促進を進め、地域の商店街などに販売場所の提供を求めていく

ことや地域の祭り等を活用し販売機会を増やしていく必要があるという内容でございま

す。  

 次は、障害児施策です。  

 

○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、続きまして、第６章以降、障害児施策にかかる部分につきまして、私のほうか

ら説明を申し上げます。説明につきましては、特に皆様方からご意見等が多かったもの

等をかいつまんで説明していきたいと思います。  

 章立てでございますけれども、第６章から第８章が障害児施策の項目となっておりま

して、構成としては３章立てになってございます。第６章が「関係機関と連携した切れ

目のない一貫した支援体制」について述べているところでございます。また、１９ペー

ジ以降につきましては、こちらは第７章「子どもの発達支援に係る専門的な支援の充実

と質の向上」として、専門機関の事業拡充について述べております。また、２２ページ

以降につきまして、第８章として「地域社会への参加や包容の推進」といった形で、３

章立てでまとめているところでございます。  

 では、前にお戻りいただきまして、１６ページでございますけれども、こちらは関係

機関と連携した切れ目のない一貫した支援体制につきまして述べているところでござい

ます。  

 最初につきましては、「早い段階からの気づきと支援」といったところで、（１）保護

者の気づきを促す支援といたしまして、発達特性に関する知識や理解等のための情報提

供や相談支援の必要性といったことについて述べているところでございます。  

 また、（２）気づきの段階からの支援として、早い段階から継続した支援を実施、また

フォローアップや支援体制を整備していくこと。そして、そういった気づきの段階から

の、最初に関係者が携わる機関として、地域にあります、すこやか福祉センター等の関

係者の専門性についても高めていく必要がある。こういったことを述べてところでござ

います。  

 ２番目といたしまして、「ライフステージに応じた切れ目のない支援」につきましては、

（１）切れ目のない一貫した支援といたしまして、申送り（移行支援）の時期の拡充、

あるいはサポートファイルの積極的な活用等を図る必要性を述べてございます。また、

中学校卒業後や成人期への移行の際の継続、地域の中で先を見通した一貫した支援体制

の構築、こうしたことについて記載してございます。  
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 （２）といたしましては、関係機関の連携による支援といったところ。関係機関は、

子どもの情報の共有や支援の目指すべき方向性を確認するための連携会議等をしっかり

と有益なものにしていく、こういったことについて述べてございます。  

 ３番目「保護者・家族への支援」。（１）保護者・家族支援の充実といたしましては、

保護者や家族が地域で孤立することがないよう、情報収集ができる、また保護者同士が

つながることができる取り組みの必要性。そして、（２）といたしまして、家族活動の取

り組み、あるいは（３）として、保護者のレスパイト等の支援といったことについて記

載してございます。  

 第７章でございます。こちらは「子どもの発達支援に係る専門的な支援の充実と質の

向上」といたしまして、事業者あるいは相談支援体制について述べているところでござ

います。  

 １番目、「障害児通所支援事業者の質の向上」でございます。  

 （１）障害児支援の質の確保といたしましては、障害児通所支援事業者の知識や技術

の向上のための専門研修の機会の確保、あるいは事例検討会等、事業者の支援の質の向

上の取り組みの必要性について記載してございます。  

 （２）障害児通所支援事業者の質の評価に関しましては、ガイドライン等の活用によ

りまして、障害児通所支援事業者の発達支援の内容の質の評価をする仕組みの構築の必

要性について述べてございます。  

 ２番目には、「障害児相談支援事業所の整備と体制構築」といたしまして、２０ページ

に（１）障害児相談支援事業所の整備、こちらについては、量の確保といったものを目

指してセルフプランの解消を図っていくといったことについて述べてございます。  

 （２）地域での人材育成とスキルアップの仕組み作り。こちらは（１）を支える仕組

みとして、障害や発達に課題のある児童についての十分な知識や経験を有する相談支援

専門員は少ないといった現状を鑑みまして、人材育成のための研修と子どもの相談支援

における専門性の確保のための取り組みを行っていく必要性について述べてございます。 

 ３番目については、「重層的な地域支援体制の構築」といたしまして、障害児福祉計画

に係る国の基本指針における児童発達支援センターにかかる記載等をしてございます。  

 （１）児童発達支援センターの設置の考え方でございますけれども、こちらは、区に

おける既存の地域支援体制の枠組みや各機能の役割を明確にいたしまして、児童発達支

援センターの役割と位置づけを整理・検討していく必要があると記載してございます。  

 （２）につきましては、専門的機能を活かした地域への支援といたしまして、区立の

療育機関の専門性強化、そこからの地域支援といったものの拡充について記載してござ

います。  

 （３）につきましては、全体をつなぐ役割と機能の明確化ということで、児童発達支

援センターにかかる機能になるかと思いますが、ライフステージをつなぐ支援と関係者

や関係機関をつなぐ支援、こういったことが有効に機能するように全体をつなぐ核とな

る支援者を中心とした支援体制の整備の必要性について述べてございます。  

 ４番目に、「医療的ケア児への支援」といたしまして、児童福祉法の改正等の経過をま

ず前段で述べた後に、（１）として医療的ケア児の受け入れの推進、現在行われている事

業の内容ですとか、あるいは今後、保育所・幼稚園、学校等、子育て支援施策における

児の受け入れのあり方等についての検討について述べてございます。  

 また、地域における十分な関係機関の連携体制といたしまして、関係機関の協議の場

の設定やコーディネーター等の配置を進めるための具体的な方策について進めていくと

いったことを記載してございます。  

 ２２ページに入りまして、こちらは「第８章  地域社会への参加や包容の推進」とい

ったところでございます。  
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 １番目に、「地域生活における支援の充実」といたしまして、（１）一般施策での受け

入れ体制の促進を定めてございます。一般施策の受け入れの拡充を進めていく必要性、

また受け入れのための量的拡充と職員の知識・技術等の質的確保について述べてござい

ます。  

 （２）といたしまして、特別支援教育の体制整備でございます。支援が必要な児童・

生徒１人ひとりに応じた教育環境の整備はもちろんのこと、さらに、全ての教員、児童

や保護者等が障害の特性や特別支援教育の目的、支援内容等の理解を深めるような取り

組みを進めていく、こういったことを記載してございます。  

 （３）としては、専門機関による後方支援の充実といったところで、先ほどの第７章

の専門機関のところと重なる部分がございますけれども、一般施策、いわゆるさまざま

な施設で正しい支援が行われていくように、専門機関のほうはそうした内容をバックア

ップしていく。区立の療育施設からの巡回訪問の強化、あるいは専門機関による所属機

関への助言や支援、研修等の取り組みによりまして、地域の支援力の向上に努めていく。

こういったことについて記載してございます。  

 続いて、２番目、「地域社会の障害理解や啓発」。こちらにつきましては、地域社会に

対する障害理解の促進といたしまして、今後、地域で共に生活していくために、障害者

差別解消支援地域協議会が予定されておりますので、こういったところとの連携等によ

り、これまで以上に地域社会が子どもの障害や発達特性の理解を深め、具体的な配慮や

支援が実行できるための取り組みを進めていく、こうしたことについて記載してござい

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。この部会報告案は、これまでそれぞれの領域に沿って意見

をいただいてきましたものの最終的なまとめという位置づけでありましたので、説明の

ほうも丁寧にしていただく形にいたしました。委員の皆様方は事前に送付されておりま

すので、改めてもう一遍、この場でご意見や、あるいはご確認をしていただくという趣

旨で考えております。  

 進め方ですけれども、多分、１章から８章までの構成です。全部いきなりというと、

いろいろなところから意見が出て、議事録作成やまとめも大変でしょうから、とりあえ

ず１章、２章という２つぐらいをまとめて、そこまでの間でのご意見、ご質問、確認と

いうことをお願いしたいと思います。多分それでやりますと、８章までは４回ぐらいの

流れでいくかと思います。もし時間が許せば全体を通してと、そういう流れで進めさせ

ていただきたいと思いますので、後ろの章のほうで、いろいろご意見があるという場合

は、その章に来るまでちょっとお待ちください。  

 まず１章、２章ということで、この報告書でいいますと、１ページから、それから２

章が６ページまでです。どちらかというと総論的なところや権利擁護に関する事項なの

ですけれども、これに関しまして、まずご意見やご質問、それから場合によっては、こ

れまでの部会で出された意見のこともありますので、そこはちゃんと自分の意に沿って

いるかどうかとか、そんなことも確認していただくような機会にしたいと思います。  

 そうしましたら、１章、２章に関しまして、いかがでしょうか。総論的なところと、

それから権利擁護というところでありますけれども、何かあれば指摘していただけたら

と思います。  

 

○森本委員  

 総論的な話にもしかしたらなるのかもしれないですけれども、２章以降の話で、言葉
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がすごく気になったのが「必要である」という言葉と「重要である」、「求められる」と

いう言葉が、何かの意図が明確になって使われているのか、それとも、これは多分何人

かで分けて書かれたのではないかなと文章を読んでいて思ったのですけれども、書いた

人によって使い方が結構違うのではないかなと思いました。  

 そういう意味では、全体として多分報告書を読んだときに、「必要である」ということ

は、それだけ言ってしまうと、今できていないから必要であるという言葉に聞こえます

し、「一層必要である」と言うと、少しはできているのかなとも思いますし、「重要であ

る」というのは、そこに行為、アクションはあまり意識がなく、「考え方として重要であ

る」という、そういうメッセージのようにも聞こえますし、何かそういう意図があるの

であれば教えてほしいですし、逆に、そういう深いことがないのであれば、言葉遣いは

明確にされたほうが、報告書としてはいいのではないかなと思いました。  

 以上です。  

 

○小澤部会長  

 ありがとうございました。今、ご指摘していただきまして、私も文末を見ていたので

すけれども、確かに「重要である」、「必要である」、いろいろとあるのですが、これはま

ずご質問が一部入っていました。何か意図があって使い分けをされているのかどうかと

いうのが質問事項だったかと思いますね。もしその意図がそれほどなければ、もうちょ

っと表現の検討が必要かもしれない、そういった話かと思いました。事務局、いかがで

しょうか。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 今、森本委員がおっしゃっていただいたように、より進めなければいけないところを

「重要」と分けているつもりなのですけれども、担当を何人かに分けてやっております

ので、ばらばらでそろっていないところがあるかと思います。改めて文末について全体

を確認して、統一をさせていただきたいと思います。  

 

○小澤部会長  

 多分、「必要である」は、確かにご指摘のとおり、何らかの取り組みをするという意図

は入っているようなニュアンスはありますし、「重要である」は、もうちょっと漠然と広

い意味で「検討する」といったことも含めているところがあるかと思います。これに関

しましては、事務局で少し表現に関しまして、もう一度改めて見ていただいて、最終的

には一定の何らかの表現の統一性とか、あるいは考え方の統一性みたいなのことを図っ

ていただくような、そんなことでよろしいでしょうか。  

 

○森本委員  

 はい、結構です。  

 

○小澤部会長  

 ありがとうございました。指摘していただかないと、私もあまりそのことを意識して

いなかったので大変申しわけありませんでしたけれども、よろしくお願いしたいと思い

ます。今のは１章、２章にかかわらない話ですね。  

 ほかにいかがでしょうか。  

 

○伊藤委員  

 本日は遅くなりまして、大変申しわけありませんでした。  
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 その中で、今日気がついたところなのですけれども、大変よくまとめていただいてい

るなとは思っているのですけれども、この「はじめに」のところから、「中野区における

障害福祉の推進に向けて」、その第１章のところを含めて、中野区が理想とする理念のよ

うなものというのは、どこかに盛り込まれていくのでしょうか。この話し合いの中では

たくさん触れてはいないかなと思うのですが、中野区が目指す、そういった理念のよう

なものというのがもう少し盛り込まれるとなお伝わりやすいのかなと思いました。  

 以上です。  

 

○小澤部会長  

 ありがとうございます。これは多分１章のあたりに何かそういう方向性みたいなのが

記載されるといいのではないか、というご意見としても受けとめられるのですが、事務

局としてお考えがあればと思いますが、いかがでしょうか。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 区の考え方というのであれば、計画のほうにはもちろん盛り込んでいく必要があるか

と思うのですけれども、こちらは部会の意見ということでしたので、そこまで詳しくは

書き込んでいないというのが現状です。皆さんの今日のご議論の中で、それを入れたほ

うがいいのではないかというご意見があれば、入れることはもちろん可能でございます

ので、ご協議いただければと思います。  

 

○小澤部会長  

 ただいまの事務局の説明は、障害福祉計画や障害児福祉計画に関しては、特に中野区

としての考え方をお伝えしたいということでした。これに関しては、あくまで区長から

の諮問に対する何らかの報告を出すという意図なので、部会としてという、そういった

違いがあるのではないかという説明ですね。これはいかがでしょうか。部会報告はあく

まで区長に対して申し上げるという形でして、１１月に出てくる計画素案では区の考え

方を書かなければならないということです。そういう感じで、使い分けをさせていただ

いてよろしいですかね。  

 では、そうしましたら、このことに関しては、計画で区の考えをきっちり出していた

だくという形で取り扱わせていただきたいと思います。よろしくお願いします。  

 １章、２章に関しては、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。また後でお気づき

の点があれば、全体の時間のときに後戻りしてでも大丈夫なようにしますので、よろし

くお願いしたいと思います。  

 そうしましたら、各論のほうがご意見がいろいろと出るのではないかと私は思ってい

まして、３章、４章というところに入っていきたいと思います。３章は７ページからで

すね。４章は１２ページまでというところでありますので、この３章、４章に関しまし

て、何かご質問やご確認がありましたら、よろしくお願いします。  

 

○上西委員  

 ７ページの「地域における生活の維持及び継続の支援」というところの「『中野区地域

包括ケアシステム推進プラン』の見直しを行い」というところで、先ほどの中村委員の

から言っていただいた部分もあるのですけれども、これから障害のある人も含めて検討

されるというところで、中野区地域包括ケアシステム推進プランを今日改めて見ました

ら、高齢者の方が認知症になったときはタブレットで検索するとか、かなり具体的なと

ころまで書いてあって、すごいなと思っておりました。１６ページに地域ケア会議の高

齢者対象のイメージ図がございますけれども、こういうものは、障害は高齢者の方とは
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また違う難しさ、配慮ができない難しさというのがあると思います。なので、こういう

具体的なイメージ図のようなものが、今後、地域包括ケアシステム推進プランのところ

に出てくればいいなと期待しております。  

 中には、老障介護とか、あとは高齢の方が６５歳になったときのものというのは、や

はりこの高齢の方とは違うものを特別に組み合わせていかなければいけないと思ってい

ますので、きっとこれから練られるかと思います。  

 これがあったので、ちょっと今までの議事録を見させていただいたら、確かに第２回

のところで松田委員のほうから、これからどういうふうに検討されるのでしょうかとい

うご質問があったように思います。期待を込めてなのですけれども、これを推進してい

ただければと思います。  

 一般のところで、私はよく社協のいきいきプランに出させていただくときに、認知症

の老人のことはわかっても、障害者のことはわからないのよねとか、あとは手挙げ方式

ではないですけれども、災害のところがございます。民生委員の方も一生懸命されてい

たりもしているのですけれども、その中で高齢の方のところは、全部チェックしていく

のだけれども、障害の方はわからないのでちょっと飛ばしていくのと、本当にそれは本

心だと思うのです。善意で障害のある方のこともすごく見てくださる方の中でそういう

言葉が出るというのは、障害を持った人たちは、もしかしたら、お年寄り、認知症の老

人よりもわかりにくいというのが区民の声だと思っています。  

 ですから、お願いなのですけれども、障害者に特化したもので幾ら法規をされていて

も、その「障害」という文字自体が流れてこなければ、接する機会にもならないので、

いろいろな法律もありますけれども、ぜひこの「地域包括ケアシステム推進プラン」の

ような、全体で見るような、一般のところでつくられるものに障害のところも、ぜひ入

れさせていただきたいと思っていますので、お願いを込めて申し上げました。  

 それから、私のほうで気になりましたのは、１２ページのグループホームの整備のと

ころでございます。「知的障害者を対象とするグループホームについては、整備が進んで

いるものの」となっております。確かに以前に比べれば少しずつ増えています。でも、

周りの方々を見ますと、もういっぱいいっぱいになっているご家庭もあって、まだ入れ

ない人たちがたくさんいるのも周りで見ますので、この文章があると整備が進んでいる

ものだから、精神の分野はいるけれども、知的はちょっといらない、もうそろそろいい

のではないかと受け取れる。大事な答申ですので、ちょっと困るなというところがござ

います。  

 それと、グループホームは通過型と、それからそのままというのがあると思うのです

けれども、確かに家賃補助の制度の違い、これは私は詳しくないので後でちょっとお教

えいただければと思うのですけれども、精神のグループホームは通過型で、家賃の補助

が完全に出るようなものと、定住型になると、本人がお金を払わなければいけない。家

賃補助は知的障害のところは、出ますけれども、やっぱり自己負担というものも必ず出

ます。というので、もしかしたら精神障害者のところの定住型のグループホームは、ち

ょっと作りにくかったりするのではないかなと、制度的なところから思いましたので、

発言させていただきました。  

 

○小澤部会長  

 ありがとうございました。１点目の「地域包括ケアシステム推進プラン」に関しては、

これはご意見で承りたいと思いますし、また平成３０年度に改めて検討すると明示され

ていますので、そちらのほうで進めさせていただくということで考えています。  

 それから２点目のほうは、質問というか、要望、意見も入っていましたけれども、１

２ページのグループホームの整備で、表現に加味して言うと、これではなかなか知的障
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害の方が増えたというよりも、十分にその整備が進んでいない現状があるのではないか

という、そういう要望、意見がありましたので、これは表現に関しての検討をしていた

だきたいということだったと思います。  

 それからもう１点は、制度的な課題でなかなか整備が進まないのではないかと、そう

いうご意見というか、確認事項だったかと思うのですが。これは事務局、今のことに関

しまして何かお考えがあれば、よろしくお願いし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）  

 精神の障害の方は、通過型は多いけれども、定住できるものがないと。そのとおりで

ございまして、家賃補助がございますが、転居をされた場合の３カ月間丸々補助すると

いう制度が東京都も含めてございますので、ショートステイ、グループホームの場合に

は、人が入ってくれないと経営的に厳しいということもございまして、つくりやすいの

かなというのはあります。ただ、定住型の場合に、地域移行、お試しも含めて、松田委

員からのご意見がございますけれども、とても必要だと思っておりますので、何かイン

センティブがある方法がとれればいいのかなと思いますけれども、これからの課題とい

うことで、計画に向けて検討していきたいと考えております。  

 

○小澤部会長  

 ありがとうございました。よろしいでしょうか。  

 また後で全体のときに出していただくという形の扱いをさせていただきまして、一通

り最後までと思っておりますが、私のほうで偶数で普通に切っていけばいいのかなと思

いましたけれども、申しわけないですけれども、内容的に切り方を若干変えさせていた

だいて、次の５章は、これはちょっと単独に扱わせていただいて、６、７、８は全て障

害児に関する章なのでまず就労絡みの５章、これだけちょっと独立させていただいて、

あと最後は障害児絡みの３章というので、２つに分けさせていただきたいと思います。  

 就労に関しまして、第５章、いかがでしょうか。  

 

○松田委員  

 その前に４章を少しいいですか。  

 

○小澤部会長  

 結構ですよ。  

 

○松田委員  

 ４章について、２点、お話をさせていただきたいと思います。  

 ４章の１１ページの１番目の（１）入所施設からの地域生活への移行について、これ

は入所施設のお話ですけれども、精神障害の病院の方のことも含めてお話をさせていた

だくと、３行目の「利用者との連絡の取りづらさ等から具体的な支援が行いにくい状況

にある」、まさにそれもそのとおりなのですけれども、例えば「せせらぎ」が退院支援に

かかわるときに一番困っているところというのは、退院しますよとご本人が意思表示す

る前のかかわりがすごく多いということになります。つまり、制度でいうと、地域移行

支援という制度を使うための契約をする前の、お金になる前の動きにすごく長い時間か

かっている。そこがすごく負担になっているところがあります。決して連絡のやりとり

がすごく悪いわけではなくて、本当に制度設計というのはまさにそのとおりなのですけ

れども、そういった関わりにくさが、ここには課題があるのではないのかなと思ってい

ます。  
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 もう１つ、１２ページの３番目の「地域生活を支える資源の整備」のところですけれ

ども、このあたりに「ショートステイ」という言葉が１つもないなと思っていて、どこ

かしらに入れることができないかなと思っています。ショートステイの有効性は、退院

支援の練習時ということもありますけれども、現在、地域で生活している方のレスパイ

ト的な、入院にならないための方法として、とても有効なものだと思っています。恐ら

く書くためには、グループホームのところに絡めて書かなくてはいけないのかなとちょ

っと思っていて、何かしらいい方法で、「ショートステイの整備」というのもご検討いた

だければいいなと思っています。  

 以上です。  

 

○小澤部会長  

 １点目は、１１ページですね。地域移行のところの多分（１）の終わりの２行の表現

に関することで、実態から言うと、情報共有、連携だけでなく、やっぱり制度に課題が

あるというご指摘だと思いますけれども、そのことを含めて、どういうふうに記載して

いくかというのは問われるかなと思って聞いておりました。意見的な要素ですね。要望

も入っていたかと思います。  

 それから、２点目のショートステイのことは、私、今、指摘事項を聞きながら、例え

ば１２ページの地域生活支援拠点のところで、一応「短期入所」という言葉が出てくる

ことは出てくるのですね。その地域拠点のところには「入所施設や精神科病院から地域

移行」という話も入っているので、場合によっては、そこの話と絡めるなど、グループ

ホームのところだけでなく、ちょっと記載の仕方を工夫する必要があるかと思って聞い

ていたのです。  

 事務局からもし何か今のことでコメントがあれば、よろしくお願いします。２点ほど

の指摘事項だと思います。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 「ショートステイ」の記載は、工夫をさせていただきたいと思います。今、松田委員

からお話があった「ショートステイはレスパイトにも」というお話があったのですけれ

ども、精神障害のある方と一緒に住んでいるご家族の方にとってもというような。レス

パイトというのは支援者の方でしょうか？  

 

○松田委員  

 ２つの意味で使う。まさにそのとおり、ご家族の方にもということもあります。もう

１つは、ご自身がちょっと休息をするため。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 気分転換のようなことでしょうか。  

 

○松田委員  

 そうですね。その意味も込めてです。  

 もう１つは、２番目の地域生活拠点は、私の記憶が正しければ、この地域生活拠点に

なるであろうところのショートステイには、精神は含まれていないと聞いていたのです

けれども、その意味を込めて「グループホーム」という表現をとらせていただきました。 

 

○小澤部会長  

 わかりました。ただ、今の「込めていない」かどうかということに関しては、この１
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２ページを読む限り、「精神科病院から地域生活移行」と書いてあるので、通常はやっぱ

り含まれると。文章を読む限り判断しますので、そのあたりは少し記載を検討していた

だいて。もし本当にご指摘のように含まれているということでなければ、場合によって

はそれは別の場所にきっちり書いたほうがいいということですね。よろしくお願いした

いと思います。  

 ほかに。今、４章の指摘がありましたけれども、５章も含めていかがでしょうか。就

労。  

 

○田中委員  

 ３章、４章、５章全てに関係するかもしれませんので、一括してお話をします。  

 まず第５章の企業就労に向けた支援の中で、身近な地域での雇用の場の確保という項

目があります。「区内の民間企業での企業実習の機会を増やし」という記載がありまして、

現在もやっていて、いいことだなというふうに思っています。ただ、現実的には、区内

の民間企業で法定雇用率の該当する企業というのは、現実にはかなり少ない状況にあり

ますので、区内の民間企業への意識啓発の励行といいますか働きかけというのは当然や

りながら、「身近な地域で」というのは、区内に限定しないような書き方のほうが実践的

ではないのかなと思います。例えば中野区ではないけれども、新宿には結構大きな企業

があったりとかしますので、「中野区あるいは近隣」みたいな書き方のほうが、現実的な、

実践的な話なのかなと思います。  

 それから、３章、４章ということあれば、移動支援についてです。この移動支援の重

要性なり、充実ということについては、前回までの会の中でも大分出ていたと思います。

それで、今回アンケート調査が出てきましたので、それを見ていると、「現在、移動支援

を利用していますか」というところを見ると、調査の集計表の９ページで、移動支援を

利用しているという人は、全体の１２．４％、６４５人のうちの８０人、１２．４％の

利用なのですね。ところが、「今後利用したいですか」というのを聞いているのですけれ

ども、それを見ると３１．８％の人が「利用したい」と言っているのですね。というこ

とは、利用したいけれども、単純に言えば、今は利用できないというのか、それほど必

要ではないけれども、将来は必要になるかもしれないということなのかわかりませんけ

れども、潜在的な需用はあるのだろうなと思います。  

 前回まで義務教育の移動支援についての充実というのは出ていましたけれども、今日

のデータを見ると、通勤時に、いわゆるどのような環境整備が必要かということで、移

動手段が確保されているということが結構上位に来ていますので、これがどの程度意味

しているかはわかりませんけれども、そういった通勤に何らかの通勤しやすい環境があ

れば、もっと就職が進むということだとすれば、移動支援の充実というのは重要なこと

なのかなと思います。文章では、その必要性を踏まえて「検討していく」と書いてあり

ますので、こういったデータをもとにしながら、十分に検討していっていただきたいと

思います。  

 以上です。  

 

○小澤部会長  

 ありがとうございました。まず１点目は、１３ページに、確かに「身近な地域での雇

用の場」というというところで、「区内」という表記が結構目につくということで、「区

内」という表記だと、なかなか現在の企業やその他の状況を考えると、それでいいのか

どうかの検討をしてほしいということですが、これはぜひ、表現のずれや内容を勘案し

て、検討していただきたいと思います。  

 移動支援絡みの話で、先ほどの意向調査、本来の使い方というのは、その意向調査で
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見えてきたものをこの報告書に落とし込むというのが本来の望ましい姿ですので、ただ

いまご指摘がありましたように、そういった結果を踏まえて何が必要かを、確かに移動

と通勤との関係も問われてくるでしょうし、そんなことも含めて検討してほしいという

ことです。何か事務局のほうで、今のことにコメントはありますでしょうか。  

 

○菅野健康福祉部副参事（障害福祉担当）  

 大変貴重なご意見をいただいたと思っておりますので、区内のみに限定する表現は工

夫をします。また、通勤の移動支援のことにつきましても検討してまいりたいと思って

おります。  

 

○小澤部会長  

 ありがとうございました。  

 そうしましたら、時間のことを考えますと、今回初めて計画がされる子どもの問題で

すね、障害児施策に関しましては、ぜひ、確認とご意見が必要だと思いましたので。ほ

かのところに関しましては、もし、今日時間が許されれば別なのですけれども、事務局

のほうへ、さらにご意見を、この会議以降も受け付けるということも事前に打ち合わせ

ておりますので、とりあえず６章、７章、８章に先に進ませていただきたいと思います。

これは全て障害児関係の問題でして、これは別に中野区が初めてではなくて、日本全国

で初めての課題ですので、これに関しまして、全て子ども、障害児に関する事項ですの

で、６、７、８章を通して、ご意見、あるいはご質問、確認をお願いしたいと思ってい

るのです。よろしくお願いします。  

 

○宇田委員  

 まず、一貫した支援とか関係機関の連携というところが、子どもの成長に応じて、仕

組みづくりが変わっていくこともある。複雑な、重層的な支援体制が恐らく、独創的な

形のものをつくり上げていかないと、実際に有効になっていかないのではないかと常日

ごろ思っているところがあるのです。  

 まず、１７ページの「ライフステージの節目ごとにつながった支援をアセスメントし、

継続的かつ総合的に支援をしていく幅広い相談支援体制が必要である」と。これは相談

支援の本質的なところだと思うのです。  

 それと、障害児の１９ページ以降の障害支援事業所の質なり役割のところで、２０ペ

ージの上のほうで「身近な地域の実情を知った専門的な障害児相談支援事業者の体制整

備が求められている」と書いてあり、なおかつ３のところに「重層的な地域支援体制の

構築」ということで、２１ページの（３）で、「身近な地域のすこやか福祉センターが関

係者をつなぎ継続的に支援を実施して」、ということで、そのライフステージに、こうい

ったものをつなぐ支援というのが必要だと書いてあるのですけれども、全体のイメージ

がつくりにくいというか、どこがどう音頭をとっているのか見えにくい説明の仕方にな

っているかなという気がしているのですね。  

 それで、中野区のほうでは、地域子ども家庭支援担当の最初の記述の段階のところで

は、日ごろ保護者の相談に乗っていても、１６ページに書いてある、まず気づきの促し

というのは、すこやかの地域子ども家庭支援担当でいろいろ取り組んでいただいて、保

護者の相談に乗ると、そこのところで少しキャッチアップグループというところに誘わ

れて、そこでやっぱり相談に行こうと、福祉サービスを利用しようという感じになりま

したという経緯のお話は結構聞くのですね。だから、最初の気づきなり発見というとこ

ろでは、かなり体制ができてきているのではないかなと思っているのですけれども、そ

れから先の教育とか就労のほうにステージが上がっていくときに、どこがどう音頭をと
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ってつなげていくのかという、どこがマネジメントをしていくのかというところが、地

域子ども家庭支援担当の申送りとか、学校教育と連携している手法と、放課後等デイサ

ービスとか、そういう事業所との連携のところが現在の仕組みの中で見えにくいのです

ね。放課後等デイサービス事業所の方たちとお話ししていると、地域子ども家庭支援担

当というのを知らないのですね。どういうことをしている場所とか、そういうことを割

とご存じないというか、つながり方がわからないというのがあります。  

 だから、地域子ども家庭支援担当で、実際にもう発達障害支援法以降、整備されてき

ている申送りとかに関した支援と、障害児相談の事業所が総合的にまた計画を立てたり、

保護者の相談に乗るというのが手法の中に出てきていて、それとの連携のあるつながり

方をどう構築していくかというのが、中野は割と地域子ども家庭支援担当の体制ができ

ているがゆえに、余計に肉づけしていく方法論を考えていかないと、せっかくそれぞれ

がやっているところがうまくつながっていっていないのではないかなと思います。その

辺がどういう関係性をとるのかというのが、見える形にできたらしていっていただきた

いなというのは、すごくあります。  

 あともう１つは、地域子ども家庭支援担当の申送り等をしている中で、教育と福祉が

つながる体制ができていると思いますので、今度は、そこの中の障害の福祉サービスを

利用するようになっている、半数ぐらいのお子さんが恐らく障害福祉サービスを利用す

るようになっていると思いますので、そこのマネジメントとどういうふうに連携してい

くかというところが、この間もお話ししましたけれども、保護者の方にすれば、あちこ

ちに計画が立てられていて、どこがどういうふうになっているのかわからないというの

ですね。地域子ども家庭支援担当のほうで情報共有の作業をされ、また障害相談のほう

で情報共有の確認をされるということで、同じ学校との連携を何回も作業させられると

いうような、こんな事態が生じていますので、その辺はもうちょっと仕組みをつくるこ

とと、それをアセスメントしていくところが、どこが担っていくかというところが、福

祉サービスも含めた形でのイメージ図というか、連携の仕方をぜひ考えていただきたい

なと思います。  

 

○小澤部会長  

 ありがとうございました。非常に重要であり、かつ難しいご要望、意見も入っていた

かと思いますけれども、これを、今のご指摘をどういうふうにこの「報告書」に入れ込

んでいくのかという話も含めて。前にたしかここの場所を審議したときに、図があった

と思うのですね。やっぱりあの図があるほうがいいのかなと思います。文字だけだと、

確かにどこが中心のマネジメントの担い手になり得るかという話にもなります。それか

ら、教育と福祉の連携の件にしても、相当に課題の多いところですので、このあたりは

最終的にはどういうふうに表現をし、どういうふうに書いていくかというのは、事務局

も含めて、検討をさせていただきたいと思います。  

私のほうで一部コメントをしてしまいましたけれども、事務局、今のご意見に関して

何か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）  

 表現の工夫については、今、部会長からもお話がありましたように、これまで提出し

ている資料などで図など補足できる部分があれば補足をしていきたいなと考えておりま

す。あと宇田委員のほうからお話がありましたように、学齢期に入ってからの関係機関

連携の部分では、これまで以上に関係者が多くなっている状況がある。そういった中で、

仕組み自体は整っていないわけではないではないのですけれども、なかなかそこら辺が
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ぶつ切りになっていたりとか、関係者が全て集まり切れていないという状況があるかと

思います。  

 今年度、実は学齢期に入っての個別支援計画の会議をちょうど始めているところです。

放課後等デイサービスを利用されているお子さんがかなり多いですので、関係機関を今

回から追加をしまして、そこで福祉の分野と教育の分野と実際のサービスの部分といっ

たものを含めて、今後、何年間かの支援計画を検討するというのをやり始めています。

やはり学校のほうも、そういったサービス機関で何をやっているのか、どういった目的

でしているのかというのが、今まではなかなか理解できていなかったけれども、やって

みると、相互の状況が把握できてきて、その課題の整理なども報告しあえるのかなとも

思っております。今の仕組みを生かして、どんなふうに関係機関調整を充実させていく

のかといったところ、あるいは、今、申送りは、現実の現場ではすこやか福祉センター

が中心になってそういったことをしておりますけれども、関係機関が多くなっていく中

で、すこやか福祉センターのそういった動きをさらにバックアップする中核機関といっ

たものも必要になってくる。そういったバックアップする体制のようなものも確保しな

がら支援していきたいなと考えております。  

 こちらは報告という形ですので、ご意見をいただいた中で、今度、素案の中には少し

具体的に書き込んでいきたいと考えています。  

 

○小澤部会長  

 わかりました。今、その問題に関しましては、多分この子ども支援の中で一番大きな

課題の１つだと思いますので、ぜひ今後の計画素案も含めて検討していただけたらと思

います。  

 ほかにいかがでしょうか。もう時間が近づいてきたのですけれども、よろしくお願い

します。  

 

○本名委員  

 中身ではなくて、文言ですけれども、１９ページの１番目、「障害児通所支援事業者の

質の向上」。人の質の向上ですか。  

 

○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）  

 「事業所」ですね。  

 

○本名委員  

 そこが、「者」なのか「所」なのかというのが、ところどころで混ざっていまして、２

０ページの一番上の最後から２つ目、「専門的な障害児支援事業者の体制整備」はおかし

いので、「所」ですよね。そこが混ざってしまっているような気がしますので、もし「者」

だとすれば、「事業者の支援の質の向上」とか、きちんとその辺のところを分けていただ

けると、中身がもう少し見えると思います。よろしくお願いします。  

 

○小澤部会長  

 ありがとうございました。非常に大事な指摘でして、先ほど「必要である」と「重要

である」という指摘が最初になされましたけれども、こちらのほうは本当に「者」と「所」

の使い分けをきっきりとしていただくような点検をしていただきたいということで、よ

ろしいでしょうか。最終的な報告書（案）では、そのあたりはきっちりと分けられるよ

うにしたいと思います。  
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 せっかくの機会なので、指摘事項がありましたら時間の許す限りお願いします。  

 

○下田委員  

 医療的ケア児のところですけれども、支援に関してはわかるのですが、前回の話では、

医療的ケア児の全数が把握できていないというお話だったので、それを把握するための

目標というのが、ここにあるといいなと思いました。  

 

○小澤部会長  

 これに関しましては、医療的ケア児の実態というか、基本的にどういう実態なのか、

あと全数把握のようなことに関して何らかの検討を入れていただきたいということです

が、これはよろしいでしょうか。何か事務局のコメントは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）  

 状態を把握するというのは当然必要なことですので、そういった状況の把握に努めて

いくといったことについて、いずれかの場所に少し付記をするということでさせていた

だきたいと思います。  

 

○小澤部会長  

 よろしいでしょうか。では、そういう形で検討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。あと１人かお２人ぐらいで９時になってしまいますが、よ

ろしくお願いします。  

 

○中村委員  

 意見の要旨のところで、いわゆる障害部会の部分について、啓発事業ですけれども、

「理解、啓発の必要性を反映」というところで、いろいろな部署で取り上げられている

というのはよくわかりますけれども、障害ある人たちが地域で生活するというのは、理

解、啓発が必要だというのはもう十分議論し尽くしていると思うのですけれども、具体

的に、どういう方法で理解、啓発していくのかというのは、非常に気になるところなの

ですね。言葉遣いとしては我々もよく使いますし、必要性については訴えるのだけれど

も、では、具体的にどうやって社会に啓発していくのだというところだと、非常に不安

と、どうやっていくのかというところが見えてこない部分がありますので、その辺につ

いてはいかがでしょうか。  

 

○小澤部会長  

 これは質問的でもありますが、事務局で何かお答えはありますでしょうか。具体的に、

多分第８章に関する事項だと思うのですけれども、啓発や、その他いろいろ具体的には

どう考えているのか。  

 

○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）  

 こちらについては少し雑駁な表現になってしまっています。これまでも一通りはやっ

てきている中で理解が進まない。特に今回のアンケートでも、「者」のほうにも、「児」

のほうにも同じ質問をしていますが、「児」のほうが、理解が少ないと保護者の方が答え

ています。それは実感が多くあるのかなとすごく感じているところですので、どういっ

た方策がふさわしいのかというのは、この場でご意見をいただくというのも１つですし、
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当事者の方々に、どういった形で行っていくことが相互理解に進みやすいことなのかと

いうことをお聞きしながら丁寧にやっていく必要があると思っています。関係者等への

啓発というのは今までもされていたと思いますが、一般に暮らしていく中でも、そうい

ったことが意識できるような啓発の仕方というのが必要になってくるのかなと思ってい

ます。区役所だけではなくて、他の機関にも理解を求めながらやっていくというような

方法も今後はありなのかなと思っていますので、少し当事者の方等からの意見も勘案し

ながら、丁寧に取り組んでいきたいと思います。  

 

○小澤部会長  

 ありがとうございました。ただいまのことに関しまして、特に教育、特別支援教育と

か、その他に関しては、これまで意見が出ていたので、やや具体的なことが記載されて

いるのですが、地域社会のところで、従来繰り返されているようなこと以上のことだな

という意見も入っていたかと思います。ただ、ちょうど最後のところ２３ページですけ

れども、障害者差別解消支援地域協議会が今後立ち上がりますので、具体的にはそこで

検討するというような扱いもあり得るかと思います。ただ、こちらの障害福祉計画以上

に、そちらの協議会で審議、検討しなければいけない内容になっているのかなと。現在

は「連携等」で終わっているのですけれども、そういったところの表現も少し検討して

みてはどうかなと思いました。  

 もうこれで時間が来てしまったので、今後の扱いに関しましては、後で事務局からも

改めてご案内があると思いますけれども、今度の全体会にかけるという、途中で大きな

目的があります。ただ、本日、時間の制約やその他がありましたので、なかなかまだこ

ういうところはどうなっているのだとか、あるいはこの表現は非常に気になるとか。今

日も表現のことの整理等は大変ありがたかったと思います。最終的には、これは表現も

含めて検討しなければいけませんので、それに対しまして、一定期間の間で、もう一度

改めてこれを見ていただきまして、ここのところをこうするべきだとか、あるいは、こ

ういうふうに考えたほうが望ましい、表現のことに関しても指摘していただきましたら、

事務局のほうでもし最終報告書に反映ができるものであるならば検討したいと思います。

それから、今日出された意見に関しましては、もちろんできる限り反映できるものは取

り組んでいきたいなと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。  

 したがいまして、意見募集期間ということで、これは事務局のほうからご案内がある

と思いますので、よろしくお願いいたします。  

 それからあと、それを受けて、９月はまた時間的に非常に迫ってきますので、９月の

全体会の反映に関しましては、事務局と私、部会長のほうで確認させていただいて、全

体会に諮らせていただくと。もちろん委員の皆様には、その前に、全体会の前には、当

然、報告書の素案は届くと思いますけれども、確認のほうはこちらのほうで進めさせて

いただくという扱いをさせていただきたいと思います。  

 以上で、一応審議に関しては、このぐらいで終了させていただきたいと思います。  

 そうしましたら、あと、意見募集やその他に関しまして、事務局ご説明をよろしくお

願いいたします。  

 

○菅野健康福祉部副参事（障害福祉担当）  

 ただいま小澤部会長からご説明いただきましたけれども、今回の報告書に関しまして、

意見の提出方法についてご説明させていただきたいと思います。特に様式は定めており

ませんので、改めてお気づきになったことなどをまとめていただきまして、本日の次第

に、提出先が記載されているのですが、そちらのほうにメールまたはファクスでご提出

いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。提出期限につきましては、
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８月２９日火曜日までとさせていただきたいと思います。  

 意見募集期間に出ました意見をどのように対応したかにつきましては、委員の皆様に

別途結果報告という形でお知らせをさせていただきたいと思っておりますので、よろし

くお願いいたします。  

 

○小澤部会長  

 ありがとうございました。これは多分まだ意見があると思います。もう１つ、表現な

んかも今日指摘していただいてありがとうございました。言われないと気にならない部

分もあったりとか、そういう点では、文章表現に関しましては、ぜひ複数の目でチェッ

クをしていただきたいなと思います。  

 それから、意見に関しまして、今、ファクスやメールということもありましたけれど

も、直接持参されてもよろしいですよね。書くとえらい大変だという委員の方がいらっ

しゃいましたら、直接、箇条書き程度のものは用意していただいて、これはこういう意

味だということで、そういうことも加味したいと思いますが、よろしいでしょうか。  

 

○菅野健康福祉部副参事（障害福祉担当）  

 はい。  

 

○小澤部会長  

 勤務時間中に直接持参可ということで、よろしくお願いいたしたいと思います。  

 では、以上で審議に関しましては終了いたします。  

 その他事項ということですが、事務局よろしくお願いします。  

 

○事務局  

 今後の予定について説明をさせていただきます。  

 参考資料の３をごらんください。次回は第２回健康福祉審議会全体会になります。９

月２６日火曜日です。主な議題としては、各部会からの報告ということで、この障害部

会と、あともう１つの介護・健康・地域包括ケア部会、この２つの部会からの報告のご

確認をいただくということになります。  

 その後、この健康福祉審議会から、中間答申を区長のほうに１０月に出していただく

という流れになっております。その後、区では、数値目標の入りました「健康福祉総合

推進計画」の素案の作成に入っていきます。  

 次回の障害部会は１１月９日になりますけれども、この１１月９日の障害部会では、

この「健康福祉総合推進計画」の素案についてご意見をいただくというような会になろ

うかと思います。計画策定前の障害部会の審議については、この１１月９日が最後にな

るという予定になっております。  

 その後、区の動きとしましては、１２月ごろに区民の方との意見交換会を行いまして、

２月ごろにパブリックコメント手続を行い、３月に「健康福祉総合推進計画」を策定し

ていくと、そんな流れで考えております。  

 今後の予定については、以上でございます。  

 

○小澤部会長  

 ありがとうございました。次回、全体会が９月２６日に用意されていますので、本日

の報告書の案に関しましては、全体会に向けての最終的な取りまとめを行わせていただ

くということで、ぜひご意見、その他、確認がございましたら、先ほどのような扱いを

させていただきたいと思います。  



 29 

 そして、１１月９日は障害部会ということですが、こちらのほうは、障害福祉計画、

今回は障害児計画も入りますけれども、通常は計画の素案という形ですので、わかりに

くいのですが、先ほどご意見がありましたけれども、中野区としての基本方針とか、あ

るいは先ほど障害児のところでもご意見がありましたが、どういうところが中野区とし

ては考えをさらに推進させるかとか、あるいは具体的な内容に関しては、こちらの素案

のほうで盛り込ませていただけるものは、いただきたいと思っています。それと数値目

標というものも素案の中では登場してきますので、最終的には事務作業が多くなってし

まいますので、１１月９日の段階だと素案というレベルの数値目標が出てくるというこ

とですので、今回の報告書とはまた性格が若干異になるということをお含みおきをお願

いしたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。  

 以上が、今後の予定ですので、これに沿って進めてさせていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。  

 今日は案に関する審議が入っていましたので、定刻よりは回ってしまいましたけれど

も、これで閉会をしたいと思います。ご協力どうもありがとうございました。  

 

――了――  


