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第８期中野区健康福祉審議会  障害部会（第８回）  

 

開催日    平成３１年１月３０日（水）午後７：００～８：３５  

 

開催場所   中野区役所    第１２・１３会議室（９階）  

 

出席者  

１．障害部会委員  

出席者  小澤  温、本名  靖、伊藤  かおり、相澤  明郎、市野  由紀、中村  敏彦、 

    上西  陽子、松田  和也、下田  智子  

 

欠席者  宇田  美子、森本  紀朗  

 

２．事務局  

 健康福祉部副参事（福祉推進担当）  長﨑  武史  

 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）滝瀬  裕之  

 中部すこやか福祉センター副参事（地域ケア担当）  伊東  知秀  

 鷺宮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（子ども特別支援担当）  中村  誠  

 

 

【議  事】  

○小澤部会長  

 そうしましたら、ほぼ定刻になりましたので、中野区健康福祉審議会第８回障害部会

を開催します。  

 まず、委員の方の変更がございますので、事務局からご報告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）  

それでは、事務局からご報告をさせていただきます。着座にて失礼いたします。  

資料の参考１をご覧いただきたいと思います。  

一般財団法人中野区障害者福祉事業団の田中政之氏の人事異動に伴いまして、後任の

相澤明郎氏にこのたび障害部会の委員となっていただきました。  

委員の方の変更は以上でございます。  

 

○小澤部会長  

 そうしましたら、相澤委員が今回からということでございますので、一言ご挨拶をお

願いしたいと思います。  

 

○相澤委員  

どうも皆さん、はじめまして。ただいま紹介いただきました中野区障害者福祉事業団

の相澤です。昨年４月から田中政之の後を引き継ぎまして、事務局長をさせていただい

ております。障害者福祉事業団は障害者の就労支援を中心にさまざまなことに取り組ん

でおります。この審議会の中でもしっかりそのあたりについては、意見を述べていきた

いと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。  
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○小澤部会長  

 ありがとうございました。そうしましたら、引き続きまして、事務局の体制にも変更

がございましたということですので、事務局の変更に関しましてもご報告をよろしくお

願いしたいと思います。  

 

○菅野健康福祉部副参事（障害福祉担当）  

 それでは、前回の障害部会より人事異動等がございましたので、ご報告を申し上げま

す。資料は、一番下にございます参考２が事務局の体制の資料となっております。  

 まず、福祉推進担当の岩浅から長﨑に変更しております。  

 

○長﨑健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 長﨑でございます。どうぞ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）  

 次に、地域包括ケア推進担当の酒井から滝瀬に変更しております。  

 

○滝瀬地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）  

 滝瀬でございます。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）  

 次に、中部すこやか福祉センター地域ケア担当の大場から伊東に変更しております。  

 

○伊東中部すこやか福祉センター副参事（地域ケア担当）  

 伊東でございます。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）  

 次に、加えまして、鷺宮すこやか福祉センター地域ケア担当の大場が新たに加わって

おります。  

 

○大場鷺宮すこやか福祉センター副参事（地域ケア担当）  

 大場でございます。引き続き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）  

 次に、子ども教育部、教育委員会事務局からは、組織改正等によりまして、子ども特

別支援担当の中村に変更しております。  

 

○中村子ども教育部、教育委員会事務局副参事（子ども特別支援担当）  

 中村でございます。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）  

 事務局の変更は以上でございます。  

 

○小澤部会長  

 どうもありがとうございました。そうしましたら、本日の出欠席と資料の確認を始め

させていただきたいと思います。その後、議事ということで考えております。まず、最
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初に事務局から出欠席と資料の確認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、本日の出欠席でございますが、１名、森本委員から欠席のご連絡をいただ

いております。また、宇田委員がまだいらっしゃっていないようです。  

次に、資料の確認をさせていただきます。資料をご覧いただきたいと思います。資料

１「『中野区健康福祉総合推進計画２０１８』進捗状況一覧」。こちらはＡ３の資料に

なります。資料２－１「第５期障害福祉計画成果目標の達成状況」。資料２－２「第５

期障害福祉計画サービス量の実績」です。資料３－１「第１期障害児福祉計画成果目標

の達成状況」です。資料３－２「第１期障害児福祉計画サービス量の実績」です。資料

４「障害者差別解消支援地域協議会について」です。参考１「第８期中野区健康福祉審

議会委員名簿（障害部会）」でございます。参考２「第８期中野区健康福祉審議会事務

局名簿（障害部会）」でございます。  

 資料については以上なのですが、委員の皆様、本日計画の冊子をお持ちいただいてお

りますでしょうか。よろしいでしょうか。そのほかの資料に不足などがございましたら

ば、この場で挙手をいただきたいと思いますが、大丈夫でしょうか。ありがとうござい

ます。  

 資料の確認は以上でございます。  

 

○小澤部会長  

 そうしましたら、これ以降は議題に入っていきたいと思います。次第があるかと思い

ますが、本日の議題は４点ほどあります。  

 まず１番目が、中野区の健康福祉総合推進計画２０１８の進捗状況に関してです。そ

れから、次が、第５期中野区障害福祉計画の進捗状況。引き続きまして、第１期中野区

障害児福祉計画の進捗状況。そして、４番目が障害者差別解消支援地域協議会に関して

です。  

 議事の進行に関しまして、４つほどあるのですが、１、２、３が、実は相互に関係し

合っている中身ですので、この１、２、３をまず通して説明をお願いしまして、その後、

同じく質疑も相互に関係し合っていると思いますので、この質疑のほうも３つあわせて

時間をとらせていただきたいと思っております。  

 ３つの議題の説明、若干時間もかかるかと思いますし、質疑も若干時間がかかると思

いますので、おおむね１時間弱程度を想定しています。もちろん状況によっては、前後

するかと思います。４番目の話はその後に説明と質疑の時間にしたいと思いますので、

まずは報告事項の１番、２番、３番ということで、事務局から説明をお願いしたいと思

います。  

では、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、まず資料１につきまして、私からご説明をさせていただきたいと思います。  

 資料１につきましては、主なものをピックアップしてご説明をさせていただきたいと

思っております。まず、課題１の「障害者の権利擁護」のところですけれども、③の「障

害者差別解消の理解啓発」というところですが、「これまでの取組状況」といたしまして、

障害者差別解消法に基づきます障害者差別解消支援地域協議会の役割を担う専門部会で

ある「障害者差別解消部会」を障害者自立支援協議会の中に設置いたしまして、区の取

り組みにつきまして意見聴取等を行いました。  

 今後の予定といたしましては、理解啓発というところで、ちょうど今週の２月１日に
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なりますが、区民と区長のタウンミーティングにおきまして、障害者差別解消をテーマ

に参加されている方の意見交換、理解啓発を図ってまいります。また２月１５日になり

ますが、区民向け講演会を実施いたしまして、さらに理解の促進を図ってまいります。  

 次に、施策２の「障害者に対する虐待防止の推進」でございます。②の「緊急一時保

護先の確保」といたしまして、平成３０年度に新規開設いたしました民間の事業所にお

きまして、区の委託事業といたしまして、一時的に介護をする方がいらっしゃらなくな

った場合など、一時的な見守り支援といたしまして、「障害者短期緊急支援事業」を開

始したところでございます。  

 今後の予定といたしましては、こちらは精神に障害のある方についての対応として、

来年度からになりますが、地域生活支援拠点を設置いたしまして、その拠点施設の機能

としての緊急時の受け入れですとか、ご相談などを受ける態勢を整備してまいります。  

 次に課題２の「地域生活の継続の支援」の施策１「地域における生活の維持及び継続

の支援」でございます。②の「基幹相談支援センター機能の充実」といたしまして、今

後の予定のところでございますが、精神に障害がある方への支援について、来年度でご

ざいますが、地域移行のさらなる推進を図っていくために、長期入院されている患者さ

んにつきまして、精神科病院と連携をいたしまして、地域移行を希望されている方の堀

り起こしですとか、退院意欲の喚起等を行いまして、地域移行支援の前の準備段階の地

域移行プレ事業というものを新たに実施する予定でございます。  

 次のページをご覧いただきたいと思います。施策２、「多様化するニーズへの支援」と

いうところですが、②「重症心身障害児（者）への支援」といたしまして、これまでの

取組状況といたしまして、平成２９年７月から重症心身障害児（者）の在宅レスパイト

事業の対象を拡充いたしました。こちらは事業実施が平成２８年度からになっておりま

すが、２９年７月に拡充をいたしまして、医療的ケアの必要な障害児の方につきまして

もサービスの対象といたしました。こちらにつきまして、当初なかなか利用が伸びなか

ったというところでございますが、現在では受け入れられる訪問看護事業所等が当初の

倍に増えまして、利用者の増加にもつながりました。実際には平成２８年度訪問看護事

業者は４社ございましたが、３０年度は１０社にまで倍増しております。利用者の方に

つきましても、当初２８年度８人でございましたが、３０年度につきましては１７人と

いうことで、約倍ぐらいになっております。こちらにつきましても引き続き事業を実施

して、訪問看護事業所との連携を図っていきたいと考えております。  

 同じ施策２のところ、⑤の「福祉人材の育成」でございます。こちらは、２９年度か

ら障害者の施設従事者の方を対象に人材育成ということで研修を開始いたしまして、今

年度も実施をしているところです。  

 今後の予定といたしましては、対象について拡大するというところで、相談支援事業

所と居宅系の事業者等にも拡大する予定でございます。  

 施策３の「地域生活を支えるためのサービスの確保」でございます。②の「新たに創

設される福祉サービスの提供」といたしまして、就労定着支援についてなのですが、  

中野区立弥生福祉作業所におきまして、来年度から５年間の指定期間ということになり

ますけれども、就労定着支援を実施することを要件として事業者選定を行いました。今

後は、来年４月１日からの実施を目指しまして、東京都と指定に係る調整を行う予定で

ございます。  

 下の③番の「日中活動系サービスの確保」でございます。障害者福祉会館におきまし

ては、来年度から施設のトイレ改修などを行う予定なのですが、その環境整備が整った

後に、東京都重症心身障害児（者）通所事業を実施する方向性を指定管理者と確認をい

たしました。  

 今後の予定といたしましては、その事業の実施に向けた調整を進めてまいります。  
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 その同じコマの⑤の「緊急時の保護体制の確保」でございますが、こちらは先ほどと

同じ項目になります。  

 次のページをお開きいただきたいと思います。先ほどと重複するのですけれども、上

の⑩の「障害者自立支援協議会の機能の向上」というところで、障害者差別解消部会の

ほうを新たに設置して、取り組みを行っているところになります。  

 課題３の「入所等からの地域移行」ですけれども、③の「精神障害のある人に対応し

た地域包括ケアシステムの構築」というところですが、こちらは、保健・福祉・医療関

係者の協議の場の設置について検討いたしまして、来年度から、保健予防分野と連携い

たしまして、現在会議体としてあります精神障害者の地域移行支援連絡会に医療関係者

の方を加えまして、来年度から設置する予定でございます。  

 ④の「地域生活の体験機会の提供」というところでは、こちらは、精神障害者を対象

とした地域生活支援拠点の設置検討を行いまして、今後の予定といたしましては、来年

度から精神障害者のグループホームに地域生活支援拠点を設置して、地域生活の体験の

場を確保する予定でございます。  

 次の施策２の「地域生活を支える資源の整備」でございます。①の「グループホーム

の整備の促進」ですけれども、これまでの取り組み状況といたしまして、地域生活支援

拠点として江古田三丁目の重度障害者グループホーム等の整備事業として拠点を位置づ

けておりますけれども、平成３０年、昨年の８月に再々募集の公募を開始いたしまして、

１２月の２週目まで募集をしたのですが、その期限までに応募がなかったというところ

でございまして、拠点事業者の選定には至らなかったところでございます。今後こちら

につきましては、方針等につきまして再度検討を行いまして、２０１９年度には４回目

の公募を行う予定でございます。  

 つづいて、課題４の「就労の支援」でございます。施策２は、「一般就労に向けた支

援の強化」というところで、①「特別支援学校・障害者就労支援事業所との連携強化」

のところですけど、こちらは平成２９年１０月から事業を開始しているものでございま

すが、中野•練馬の特別支援学校ですとか、区内障害者就労施設への毎月の訪問ですとか、

体験実習への立ち会いですとか、生徒さんや施設利用者の個別相談を行っております。

今後の予定ですが、引き続き、特別支援学校ですとか、就労支援施設等の連携事業を実

施してまいりたいと考えております。  

 私からの説明は以上でございます。  

 

○中村子ども教育部、教育委員会事務局副参事（子ども特別支援担当）  

 それでは、この資料の４ページの課題５「障害や発達に課題のある子どもへの支援」

をご覧ください。こちらは今期の計画に挙げております取り組みの進捗状況になります。

５つの柱ごとに主立ったものについてご説明させていただきます。  

 まず施策１の「関係機関と連携した切れ目のない一貫した支援体制」についてでござ

いますけれども、相談体制の充実といたしまして、すこやか福祉センターや教育委員会

事務局の特別支援教育の担当に常勤の心理職を配置いたしまして、専門的な相談支援体

制を整えました。また、すこやか福祉センターの職員に対して、スーパーバイズを行う

児童発達専門支援員を配置し、地域での支援体制の強化を図っております。家族支援と

いたしましては、ペアレントメンターを養成する事業の公募を行いまして、今後この事

業を進めていく予定でございます。  

 次に、施策２の「専門的な支援の充実と質の向上」についてでございます。子ども、

障害児に対しての専門性の向上を目指しまして、子どもの発達支援を専門とする児童発

達専門支援員を配置し、児童発達支援や放課後等デイサービス、障害児相談支援を行う

区内の事業所を訪問し、スーパーバイズを行う事業を今年度から開始いたしました。  
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 また、障害児にかかわる職員を対象に子どもに特化した専門研修を行いました。そし

て、医療的ケアが必要な児童への支援につきまして、区全体として医療的ケアが必要な

児童の実態把握を行うための方法について、すこやか福祉センターと関係者で検討して

まいりました。今後は実態把握と必要な支援体制について具体的に方法を検討してまい

ります。  

 最後に施策３「地域社会への参加や包容の推進」についてでございます。現在、全中

学校への特別支援教室の導入に向けて準備を進めております。また、障害や発達特性に

対応した、支援が必要な子どもが地域の中で当然に生活していくことができるよう、今

後は地域に向けた理解啓発に取り組んでまいりたいと考えてございます。  

 以上のように、この主な取組については、おおむね計画どおり進んでいるというとこ

ろでございます。  

 資料１については以上でございます。  

 

○菅野健康福祉部副参事（障害福祉担当）  

 それでは、続きまして、資料２－１と２－２につきまして、続けてご説明をさせてい

ただきたいと思います。  

 資料２－１ですが、「第５期障害福祉計画成果目標の達成状況」というところで、平成

３０年１１月末時点の達成状況でございます。  

 まず、最初に「地域生活移行」というところですけれども、平成２８年度末時点の施

設入所者数は１８６名で、１行目はこちらの計画期間における平成３２年度末までに地

域生活に移行する人数でございますが、平成３０年度の実績といたしましては、１人と

なっております。  

 次の目標ですが、平成３２年度末時点における入所者数といたしまして、１８６人の

２％以上を削減するということで目標を立てておりますが、平成３０年度の実績は１８

４人となっております。  

 次の「精神障害のある人に対応した地域包括ケアシステムの構築」ですけれども、先

ほどご説明させていただきましたように、協議の場につきましては、平成３１年度に設

置をする予定でございます。  

 次に、③の「グループホームの整備」でございます。実績のほうですけれども、グル

ープホームの身体・知的に障害のある方のところの開設数ですけれども、こちらは２カ

所廃止されておりまして、その分、居室数がマイナス２となっております。あとグルー

プホームの精神障害のある方のところの開設数ですけれども、こちらは１カ所増えてお

りまして、累計としまして４７居室となっております。  

次の「地域生活支援拠点の整備」でございますが、こちらは先ほど申し上げました江

古田三丁目のグループホームの整備になりますので、平成３０年度につきましてはゼロ

となります。  

次に（２）一般就労の支援でございます。①の「福祉的就労から一般就労に移行する

障害者数」ですけれども、こちらは平成３２年度を目標としまして、累計５４人として

おりますが、実績といたしまして４０人となっております。  

次のページをご覧いただきたいと思います。②の「就労移行支援事業所の就労移行率」

というところで、平成３２年度における就労移行率３０％以上の就労移行支援事業所の

割合ですが、３２年度５０％という目標を設定しましたが、実績といたしまして３０％

となっております。  

次の③の「就労移行支援事業所の利用者数」ですけれども、平成３２年度目標１２８

人のところ、実績といたしまして１１８人になっております。  

④の「就労定着支援による職場定着率」ですが、こちらは３１年度目標、３２年度目
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標を７０％と設定しております。実績は６９％になっております。  

⑤の「就労支援事業利用による支援開始１年後の職場定着率」ですが、こちらは平成

３２年度目標が７０％のところ、今年度７２％というところで達成しております。  

続きまして、資料２－２をご覧いただきたいと思います。こちらは「第５期障害福祉

計画サービス量の実績」といたしまして、昨年１１月末現在の実績から見込んだサービ

ス量になります。こちらは主に平成３０年度の目標と実績の差が大きいものにつきまし

て、ご説明をさせていただきたいと思います。  

まず、初めに訪問系サービスのところですけれども、「重度訪問介護」のところです

が、平成３０年度の延べ利用時間数と利用者数ですが、若干目標より減少しております。

こちらは利用者さんが８名減少していまして、お一人減少するとその減少の幅が大きい

ということでこういった時間数の差が出てくると推測しております。  

２つ下の「行動援護」のところですけれども、こちらのほうが当初から倍近くになっ

ておりまして、利用者数が増加していることにより時間数の増となっております。今後

の利用につきましては、利用が固定化していくのではないかと考えております。  

次に、日中活動系サービスのところですけれども、下から２番目の「就労移行支援」

のところですけれども、目標が延べ利用者数２，５８３人のところが１，９３６人とな

りました。こちらの減少につきましては、入所者の大体約６０％の方が精神に障害があ

る方ということで、ご利用が安定していないことですとか、法定雇用率引き上げに伴い

まして、ハローワークを利用されて就労する方が増えたのではないかと思っております。 

２ページ目をご覧いただきたいと思います。こちらの上から２番目の「就労定着支援」

ですけれども、平成３０年４月から新たに障害者サービスとして創設されたものでござ

いますが、利用者数は１５名となっております。３カ所開設しておりまして、その利用

者数になります。  

居住系サービスのところですけれども、「自立生活援助」につきましても、平成３０

年４月から創設されたサービスでございます。こちらは１カ所実施をしておりまして、

支給決定された方が４名ということでございます。  

次の３ページ目の「地域生活支援事業」のところですけれども、「移動支援事業」と

いう、上から３番目のところになりますが、こちらが移動支援事業延べ利用時間数の７，

４０３のところが６，８４８と若干少なくなっております。こちらの主な理由といたし

ましては、ちょうど夏の時期というのが利用は減少しておりまして、３０年はとても暑

い夏でしたので、外出が減少したことが理由ではないかと考えているところでございま

す。  

私からのご説明は以上でございます。  

 

○中村子ども教育部、教育委員会事務局副参事（子ども特別支援担当）  

それでは、第１期障害児福祉計画の進捗状況についてご説明させていただきます。資

料３－１「第１期障害児福祉計画成果目標の達成状況」をご覧ください。  

こちらの成果目標につきましては、国の基本指針に即した指標となってございます。

３つございます。１つは「児童発達支援センター機能の整備及び保育所等訪問支援の充

実」でございます。国の基本指針では児童発達支援センターを各区市町村に少なくとも

１カ所以上設置となってございます。中野区では児童発達専門支援センターという１つ

の施設を設置するのでなく、児童発達支援センターとして必要な機能につきまして、中

野区の特色を生かした適切な機関で役割分担をして、重層的な地域支援体制の構築を図

っていく計画といたしました。こちらの成果指標の目標については「設置あり」として

います。中野区では（仮称）総合子どもセンターを核として、地域における保健福祉の

総合支援体制の中核を担う「すこやか福祉センター」と療育の専門機関である「アポロ
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園」及び「ゆめなりあ」との多機能連携による体制を中野区版児童発達支援センターと

位置づけました。平成３０年度はそれぞれ機能強化を図っておりますので、実績を「有」

としてございます。また、保育所等訪問支援につきましては、国の指針では全ての区市

町村において利用できる体制を構築することとなってございます。区では児童福祉法に

基づく保育所等訪問支援ではなく、区の要綱に基づき、療育センター「アポロ園」及び

「ゆめなりあ」におきまして、保育所等巡回訪問指導事業を実施してございます。今年

度より専門職員の増員により、支援体制の充実を図っていくことから実績を「有」とし

てございます。  

２つ目でございます。「主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課

後等デイサービス事業所の確保」についてでございます。  

国の基本指針では、各区市町村に少なくとも１カ所以上となってございます。中野区

では平成２６年度に開設した区立の子ども発達センター「たんぽぽ」と、民間施設の「お

でんくらぶ」がございます。昨年度の時点では、利用者に待機者がいる状況ではなかっ

たことから、２カ所の事業所数で予定してございましたが、利用希望者が増加している

状況も見られますので、今後の動向を見ていきたいと考えてございます。  

３つ目は、「関係機関等が連携を図るための協議の場の設置」についてでございます。

国の基本指針におきましては、医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置に

ついて指標としておりますが、中野区では医療的ケア児の保護を含めて障害や発達に課

題があり支援が必要な児童のための関係機関連携の協議の場の設置を考えてございます。 

 今年度につきましては設置「無」という実績です。現在中野区では地域包括ケアプラ

ンの構築に向け、障害児（者）や子どもについても検討を進めております。そうした動

向を見据えながら、かつ現在設置されている自立支援協議会や要保護児童対策地域協議

会等、既存の会議体の拡充等、有効に機能する協議の場の設置に向けた検討を進めてい

きます。  

 引き続きまして、資料３－２をご覧ください。「第１期障害児福祉計画サービス量の

実績」でございます。  

 主立ったものについてご説明させていただきます。「児童発達支援」につきましては、

利用者数につきまして、当初の見込みより増という状況でございます。「放課後等デイ

サービス」につきましては、ほぼ見込みどおりという状況でございます。児童発達支援

についても放課後等デイサービスにつきましても、平成２９年度までの伸び率に比べま

すと、増加している状況ではございます。依然利用者も増え続けているという状況です。  

 「保育所等訪問支援」についてですが、当初の見込みを大きく上回っております。こ

れは今年度より専門職員を増員し体制の充実を図ったことにより、これまで以上に多く

のお子さんを見ることができるようになったことも要因と考えてございます。  

 こちらの説明は以上になります。  

 

○小澤部会長  

 よろしいでしょうか。そうしましたら、ただいま３点の説明を通して行っていただき

ました。それぞれ相互に関係し合っているということです。以下の質疑の時間もそれぞ

れ関係しているということを前提に置いていますので、今の説明の３つのいずれからで

も結構ですし、全てにまたがっているようなことでも結構ですので、まず３０分程度質

疑の時間に割り当てて進めさせていただきたいと思います。  

 いかがでしょうか。ご不明な点でも構いませんし、その他意見でも全然構わないかと

思うのですが。  

 

○松田委員  
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 感想というか、意見なのですけれども、資料１の一番最初「合理的配慮の提供の推進」

のところを見ながら思ったことなのですが、検証をしていただいたり、冊子とかリーフ

レットみたいのをつくっていただいたり、いろいろやっていただいていると思うのです

けれども、私、仕事柄、例えば利用者というか、相談者と一緒に生活保護の分野に相談

に行きます。そこにはたくさんの方がいらっしゃって、ご相談とか受付とかをされてい

るのですけれども、そこに行くときに、ちゃんとした相談室に通されるときと、通され

ないで皆さんがいるベンチのところで立ち話的に相談とかをすることがあるのですね。  

 いつも思うのです。僕らが相談するときには、そういった大勢の中で個人的な相談に

乗るということはまずないのですけれども、日常的には多分行われていると思います。

ワーカーの方たち１人１人は一生懸命やられていると思うのですけれども、この「合理

的配慮」を一生懸命やっていきましょうというところの力の入れ具合というのが、もし

かしたら係によってというか、私たちは障害福祉分野の中でやっていますけれども、ち

ょっと離れた生活援護分野にいったときにこれをどこまで一生懸命やっていこうかなと

いうところには、ちょっと温度差があるのではないかなと感じています。  

 ２つ目としては、この質の向上について一生懸命取り組んでいただいているのはわか

るのですが、そのワーカー、個々の人たちの取り組みだけでは解決のやり方がすごくい

っぱいあって、その中の１つ、相談室というのがあまりにも少なかった。その辺の工夫

がちょっと足りなかったように見えるわけなのですね。  

 障害福祉分野のつくった計画ですけれども、ちょっと離れますけれども、そういった

ところにも積極的に力を入れてやっていっていただきたいなと思っています。感想とし

てこの発言になりました。  

  

 

○小澤部会長  

 ありがとうございました。１点目は、いわゆる窓口というのですかね、領域によって

の対応の違い。これは多分職員には行政組織における啓発のあり方に関係する話かなと

思って聞かせていただきました。あとは、この合理的配慮も本格的に実施するとすれば、

場合によっては、さまざまな環境改善も必要ではという意見が入っていたと思うのです

が、この件に関しましてはいかがでしょうか。今のは、意見ではあるのだけど、何か事

務局のほうでもお考えがあればと思うのですが。  

 

○菅野健康福祉部副参事（障害福祉担当）  

 私たちの区役所の中でもスペースを確保するのはかなり厳しい状況というところも

あります。なかなか相談室ですとか、部屋を確保するというところがとても難しい状況

でございまして、今の区役所の中では、ご意見としては伺うのですけれども、この限ら

れたスペースの中で今後相談室を増やしていくというのは、物理的に難しいのかなと思

うのですけど、何か別の形で配慮できることがないかどうかというところも今後検討し

ていきたいと思います。  

 そういったご意見があったというところは、所管のほうにも伝えてまいりたいと思い

ます。今後またできるところを検討していきたいと考えております。  

 

○小澤部会長  

 あと、福祉の部門の場合の理解というのは、結構業務上かなり推進していくのですけ

ど、それ以外の分野、組織の職員研修とか周知というのは、これは今後も強化する形で

よろしいでしょうか。今のご意見の前半のところに例えば職員研修とかそういった意見

が入っていたと思うのですけど。  
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○菅野健康福祉部副参事（障害福祉担当）  

 そうですね。毎年１回職員研修は実施してきておりまして、今後取り組んでいきたい

と考えているのが、施設実習というか、施設のほうに職員が伺って、半日なり、研修と

いう形で受けまして、直接そういう事業所に伺って、実習することによって、さらに職

員が障害のある方の理解を進めていけるようにという取り組みも進めていく予定でござ

います。なので、施設研修なども実施しながら、さらに障害のある方の理解も進めてい

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。ちょうど東京都の条例が昨年の１０月１日から施行されて

おりますので、いろいろな角度で今のような中野区ならではの取り組みも進めていただ

けましたら、大変ありがたいなと思っています。  

 ほかにいかがでしょうか。どうぞ、市野委員。  

 

○市野委員  

 資料１の課題３、施策２の「地域生活を支える資源の整備」というところ。３ページ

目です。①の「グループホームの整備の促進」のところで、江古田三丁目の重度の施設

が３回目の公募を行って、また事業者が出なかったということで、重度の方たちのもの

すごく希望が強い施設ですが、また公募を今後していくということですけれども、条件

など、そういうものをどのように変えつつ公募をしているのかなと思っているのです。

ずっと続けていきますということは書いてあるのですけど、これはどのようになってい

るのでしょうか。  

 

○小澤部会長  

 これはかなり具体的な質問ですが、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）  

 こちらにつきましては、やはり公募を続けてきていまして、福祉人材ですとか、看護

師の人材確保がかなり厳しいところが大きな要因としてあるのですけれども、今後各事

業所でのヒアリングなどを行いながら、対象となる方ですとか、そういった要件等につ

きましては、検討を進めていきたいと考えております。  

 

○小澤部会長  

 公募して、なかなか事業者があらわれないとなると、できればその事業者のほうは何

が一番不安とか、懸念とか、この条件ではどうかというのをぜひ検討していただきたい

と思います。というのは、そうしないと多分今後の公募もあまりいい結果が出てこない

可能性がありますよね。これは結構重要なことだと思います。これがあらわれないと次

の施策展開にならないのではないかということも、これを見る限り感じますので、ぜひ

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。どうぞ、相澤委員。  

 

○相澤委員  

 まず、資料１の課題４「就労の支援」のことなのですけれども、菅野副参事の説明の

中で、いろいろと精神障害者というキーワードが随分説明の中に出てきていたと思うの

です。ご存じのとおり、平成３０年４月からは雇用義務対象者として精神障害者も含ま
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れるようになっていて、民間企業、特例子会社は仕事を切り分けて、いろいろ就労に結

びつけているのですが、大変言いにくいのですけど、行政そのものが一般就労先として、

はっきり言うと、なかなか腰が重いなという気がしております。資料２－１の「一般就

労の支援」。実績が４０名。平成３２年度目標は５４名と書いてあるのですが、ここの「福

祉的就労から一般就労に移行する障害者数」という中にもぜひ行政の中で精神障害者、

また特別支援学校の卒業生が就労できるような知的障害者のそういう仕事を切り分けて

一般就労に結びつけていく検討も進めていただければ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。法定雇用率が変わりましたし、それから今、精神の話も出

ました。特に昨今いろいろ課題が挙がっておりまして、行政のほうの積極的な法定雇用

率のことも含めて、これは要望・意見みたいな形ではあるのですけれども、事務局のほ

うで何かお考えがあれば、何か一言あればとは思いますけど、いかがでしょうか。いわ

ゆる行政としての雇用も含めて、どんなふうに積極的に取り組むかということも入って

いたと思うのです。いかがでしょうか。  

 

○菅野健康福祉部副参事（障害福祉担当）  

 行政というところで、例えば区役所になりますと、実際に対応するところの部署は人

事を担当する部署になりますけれども、そういうところで、区のほうでも障害者の雇用

率を達成するために採用等を進めていると思いますので、そういった中で雇用について

は進めていくことになろうかと思います。  

 

○小澤部会長  

 参考までに、私、先日、１２月ごろ、大田区役所に伺いまして、課長級以上の方へ研

修を行ってきました。精神の方を仮に区役所でお迎えするとなると、どんなことを配慮

しなければいけないのかというのが、要望された演題でして、やはりそんなことも今後

十分やっていかないといけないと思います。一般的に考えると、なかなか精神の方に対

しての理解とか思いというのは、そんなに深く進んでいないなという印象を持ちました

ので、ぜひ中野区のほうでもいろいろな角度で検討していただいたらありがたいと思い

ました。今の要望・意見に合わせて言いますと、そんなこともありましたので、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。どうぞ、中村委員。  

 

○中村委員  

 資料１の課題３「入所施設からの地域移行」という部分と、資料２－１の同じく（１）

①「地域生活移行」の数字を見ながらご質問したいと思います。  

 入所施設からの地域移行について、１名ということで、１８４名の実績になっている

のですが、目標そのものは非常に少ないと思いますし、これ、なかなか進まない理由が、

グループホームだけの問題なのかどうなのか、少し分析された内容をお聞きしたいと思

います。  

 それから、これは国の制度でやむを得ない部分があると思うのですけれども、就労移

行支援事業をやっていて、前年度の実績がない場合は就労定着支援事業が実施できない

というハードルがあるのです。それもたまたま１年実績がなかったと。実際は就労移行

後には定着支援をずっとやっているにもかかわらずに、そういう問題が起こってしまう

という制度的な課題も少し整理しなければいけないだろうなと思っています。  

 それから、全体を通じて感じていることなのですけれども、当然障害者雇用率もそう
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ですし、いわゆる数値目標というのは、当然計画の中では策定していって、それを目標

にするというのはとても重要なことだろうと思うのですけど、その数字に導くためのプ

ロセスがどうしてもやはりこれ、計画そのものが、内向け、それから関係者向けという

印象が非常に強くて、計画そのものを今、見直すことはできないのかもしれませんけれ

ども、障害のある人も地域で生活しようと思うと、関係者とか支援団体の人たちだけと

のかかわりではないわけですね。民間企業の人だったり、区民の障害のない人たちとの

かかわりが非常に大きい要素なものですから、区民の皆さんにどうやってその計画を周

知しながら、認知してもらえるか。障害のある人たちのことをしっかり受け入れてもら

えるかという啓蒙活動がやはりそれぞれの分野でさらに推進していく必要があるのでは

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。ご意見がたくさん入っていたかと思うのですが、１点目は

質問に近い話かと思いましたので、これは事務局のほうでお考えをと思って聞いており

ました。要するに地域移行のこの数値目標と実積のことに関しまして、相当に厳しいな

という印象を改めて持つのですが、それに関しましては、例えば今後の方策とか、取り

組みとかで、場合によってはどんな検討をされているのだろうかというご質問も入って

いると思いますので、いかがでしょうか。  

 

○菅野健康福祉部副参事（障害福祉担当）  

 １点目のところですけれども、軽度の知的障害がある方につきましては、入所されて

いる方は、既に一定程度、同一法人の中にありますグループホームなど地域移行をされ

ているところなのですけれども、障害の重度化ですとか、高齢化に伴いまして、地域移

行が困難となっているところがございます。今年度、そういった地域移行を促進してい

くというところで、東京都の補助なども活用いたしまして、都外の施設から地域移行さ

れる場合の補助といたしまして、約３０万円相当、そういった補助につきましても予算

に計上しておりまして、地域移行を進めていくということを行っております。  

 

○小澤部会長  

 よろしいでしょうか。ただ、ご質問の趣旨は、実績は相当厳しい状況の中で、そもそ

もどういう原因とどういう方策をとるのが一番望ましいのかというのが入っていたかと

思います。今後計画はまだ進捗していきますので、これはＰＤＣＡサイクルの話も関係

しているのかなとも思いました。普通に考えると相当に目標の達成が厳しいなという場

所ですので、場合によってはＰＤＣＡサイクルの中で、その要因をさらに分析していた

だけたらという意見も入っていたかなと思って聞いておりました。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  

 資料１の３ページ目の課題３の施策１の③です。「精神障害のある人に対応した地域包

括ケアシステムの構築」というところです。進捗状況のことが二重丸になっているので

すけれども、資料２－１の②のところにも地域包括ケアシステムがあって、ここでは協

議の場の設置のところに「なし」になっているではないですか。そういったときにもこ

れ二重丸がつくということになるのですか。それが１つですね。  

 ２つ目が、私が勘違いしていたかもしれないですけれども、この地域包括ケアシステ
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ムというのは、そこに精神を入れていくというのは、今ある高齢者のほうで動いている

大筋のものに対して、その中に精神障害者が入っていくものだと理解していたのですね。

それがあっているかどうかというのが２つ目。  

 ３つ目としては、もしそうであれば、先ほど説明がありましたこの協議の場というの

が、地域移行支援連絡会というところに医療系の方たちを入れて協議の場にするとあっ

たのですけれども、そうではなくて、これは高齢者の中に障害を入れていくということ

は考えられなかったのかということです。高齢者というか、現状あるものに対して入れ

ていくのがいいのではないかなと思ったのですけれども、この３つについてお伺いした

いです。  

 

○小澤部会長  

 これはちょっとご意見というよりも質問も入っているのだと思いますが、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）  

資料１が、検討を行ったかどうかというところに対して二重丸にしておりますので、

設置の「ある」「なし」ということではなくて、「検討した」というところで二重丸の

表記をさせていただいたということになります。  

 

○中村委員  

 資料２－１の協議の場は設置されていないというのは「なし」で正解ということです

ね。  

 

○菅野健康福祉部副参事（障害福祉担当）  

 はい。来年度設置予定です。  

 

○事務局  

 今年度は設置のための協議を行っているところで目標を設定してあるので、２月以降

協議会を開いて、２０１９年度実施することになります。  

 

○菅野健康福祉部副参事（障害福祉担当）  

 ２点目の地域包括ケアシステムを高齢者の現在あるシステムの中に構築するのかどう

かというところですけれども、今、ある地域包括ケアシステムを高齢者の方のところに、

障害のある方ですとか、子どもさんの地域包括ケアシステムを今後構築していくかとい

うことになりますけれども、こちらにつきましては、まだ検討段階というところになり

ますので、それはまた別途どのように構築していくかは今後検討を進めていくことにな

ろうかと思います。  

 

○滝瀬地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）  

 地域包括ケアの滝瀬でございます。今、ご案内のとおり地域包括ケアシステムの推進

プランなのですけど、２９年３月に区が策定いたしまして、これはいわゆる高齢者版と

いうことで、高齢者施策中心のものでございます。そのプランの中で今後子ども、小学

年から全世代向けの地域包括ケアシステムを検討するとなってございまして、今、菅野

からご案内させていただいたとおり、今後そういった点も含めて、全体の地域包括ケア

システムのあり方からどのような施策を含めて検討していくかという段階でございます。 
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○小澤部会長  

 よろしいでしょうか。３点目については大丈夫ですか。  

 

○菅野健康福祉部副参事（障害福祉担当）  

 ３点目の協議の場がどこになるのかというところにつきましては、今後地域包括ケア

システム、先ほどの高齢者版のところに障害のある方も構築を進めていく中で検討を進

めていきたいと考えております。明確に協議の場がどうなるというところは、また地域

包括ケアシステムを構築していく中で、改めて検討していきたいと考えております。  

 

○小澤部会長  

 とりあえずよろしいでしょうか。引き続き、松田委員。  

 

○松田委員  

 １つだけ確認させていただきたいのですけど、先ほど説明の中で、この協議の場とい

うのが、私もよく知っているのですけれども、地域移行支援連絡会という場に医療関係

者を入れて設置をすると説明されたと思うのですが、そこがどうなのかということなの

ですね。今、あるものに入れるということなのでしょうか。何を言いたいかというと、

今、精神障害者と私たち仕事をしていますけれども、医療関係との連携というのは現場

ではものすごくやっていると思っています。つまり地域の中で何が足りないかとか、何

が必要かというのを日ごろから話し合っているところであります。そういう人たちが集

まっても、また同じ話が繰り返されるだけなのではないかなと思ってご質問しました。  

 

○小澤部会長  

 ありがとうございました。そうしたら本名委員、いかがですか。  

 

○本名委員   

 事務局の説明で、要するに地域包括ケアシステムというのは、高齢のシステムであっ

て、その名称を使って子どもあるいは障害を含めた中野区としての地域包括ケアシステ

ムをつくるという意味ですよね。  

 

○滝瀬地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）  

 そうです。今後そうする予定です。  

 

○本名委員  

ということだそうですので、高齢者の中に障害者が入っていくというわけではなくて、

新たに中野区版の地域包括ケアシステムをつくっていくという、障害者、子どもも含め

てつくっていくという意味の説明だと理解していただければと。  

 

○松田委員  

 高齢とか、子どもとか包括してということですよね。  

 

○本名委員  

 そういう意味だと僕は理解しています。  

 

○小澤部会長  

 それを区民が十分に理解していただくということだと思います。というのは、もとも
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と介護保険とこの精神の領域と２カ所でしか、国は言ってないので、それ以外の話でも

同じ単語を使うとなると、ちゃんと混乱を防ぐように言わなければいけないか、あるい

は別の単語にするかというのがあると思います。多分いろいろなところで地域共生社会

とか、あとこちらのいい方では、地域生活支援拠点の話も実は精神の方も含めての障害

福祉の領域でクローズアップされているので、非常に錯綜している話がものすごくあり

ます。ちょっと交通整理をしないと、同じ単語をいろいろな方が使ったとき、定義が違

っている可能性もあるので、その辺が一番難しいところだと思いますので、よろしくお

願いしたいと思います。  

 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。  

 

○中村委員  

 資料１の課題３の施策１の②長期入院患者の方の地域移行の部分で、地域移行プレ事

業を新たに実施すると書いてあるのですけど、プレ事業の概略的なイメージをお聞かせ

いただけるとありがたいなと思うのです。  

 

○小澤部会長  

 よろしいでしょうか。ご質問ですので、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）  

 支援事業といたしまして地域移行というのは、標準利用５カ月間というのが、総合支

援法に基づきましてございますけれども、その前の段階の例えば長期入院されている方、

１年以上入院されている方などを対象にいたしまして、病院との連携ですとか、掘り起

こし支援ですとか、アセスメントですとか、そういった地域移行支援の事業者等々との

連携を図ります。例えばピアカウンセラーなどの養成もその事業の中で行いまして、実

際にその地域移行に入る前の段階の準備期というものを行っているところもあるのです

けど、それを地域移行プレ事業として委託をいたします。こういった事前の準備がない

場合には、その利用期間というのがさらに延びてしまうというところも課題としてある

のですけど、そういった前の段階の地域移行プレ事業を先ほど申し上げたような内容で

実施をいたしまして、スムーズな移行を支援していくという内容でございます。  

 

○小澤部会長  

 ありがとうございました。今のご質問とも関係するのですけど、地域移行のための地

域相談というのは、もともと計画相談の中にもありまして、そのあたりとの線引きが結

構難しいだろうなと思って聞いていました。このプレ事業はすごく大事だと思いますの

で、その上で既存の地域相談事業との連続性というのが出てくる可能性があるので、こ

こら辺はぜひ検討していただけたらと思って聞かせていただきました。よろしいでしょ

うか。  

 そうしましたら、まだまだあるかと思いますし、また後で全体を通して話していただ

いて全然問題ないのですが、次の議題がまだ残っておりますので、その議題に入って、

その後全体の質疑と考えております。  

 議題は４番目になります。４番目の議題は、「障害者差別解消支援地域協議会について」

ということでございまして、事務局の説明を受けた後で、質疑に関しましては、関連議

題でもあるかなと思いますので全体の質疑も含めて考えております。そうしましたら、

事務局のほう、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）  
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 それでは、資料４の「障害者差別解消支援地域協議会」につきまして、資料をもとに

ご説明をさせていただきます。  

 中野区における協議会についてというところで、障害者差別解消法に規定いたします

障害者差別解消支援地域協議会につきまして、中野区といたしましては、先ほどもご説

明をしており繰り返しになりますが、第６期の中野区障害者自立支援協議会の中に専門

部会といたしまして、新たに「障害者差別解消部会」を設置したところでございます。

こちらの部会につきましては、障害者差別解消支援地域協議会の役割も担わせ、協議の

場といたしまして、年４回程度の開催を予定しております。  

 部会員の構成でございますが、こちらの資料のとおり、９名の構成員で実施している

ところでございます。  

 平成３０年度の実施内容ですけれども、現在までは２回部会を開いておりまして、第

１回目は９月５日に開催いたしまして、主な議題といたしましては、１回目ですので、

差別解消法ですとか東京都条例についてご説明をして、共通の理解をしていただくとい

うことをいたしまして、意識調査の差別解消法の認知度が全体で３割弱というところで、

また若い世代の２０代、３０代の世代の方の認知度が低いというところを思い起こした

ところでございます。  

第２回の部会ですけれども、１２月５日に実施をいたしまして、主な議題といたしま

しては、区の障害者差別解消推進への今年度の取り組みということで、啓発事業などを

ご説明をさせていただきました。あとは区役所窓口における対応事例などにつきまして、

事務局からご説明をさせていただいたところでございまして、今まで２回部会を開いた

ところでございます。  

ご説明は以上でございます。  

 

○小澤部会長  

 差別解消支援地域協議会ということで、中野区のほうでも設置していただくという形

になりました。自立支援協議会の中に専門部会として協議会が設置され、そこでもう既

に進んでいますと、そういう理解でよろしいのですよね。  

 

○菅野健康福祉部副参事（障害福祉担当）  

 はい、そうです。既に協議会が設置されて、９月と１２月に部会を開催しておりまし

て、協議は進んでいるという状況になります。  

 

○小澤部会長  

 わかりました。そうするともちろんここでは何か意見をいただきたいのですけど、既

に動いているということですので、報告事項的な要素と理解してよろしいですかね。  

 

○菅野健康福祉部副参事（障害福祉担当）  

 そうでございます。事前のご説明というよりは、もう既に設置をいたしましたという

ご報告になります。  

 

○小澤部会長  

その上で、場合によっては必要に応じて質問やご意見をいただきたいと思います。こ

の協議会はまだこれからずっと展開していくと思いますので、場合によってはこの構成

委員である委員の方もいらっしゃるかもしれませんので、委員の皆様からいろいろな角

度でここで意見を出していただくと、この部会や自立支援協議会のほうにもお伝えする

ことができると、そんなふうに考えておりますが、いかがでしょうか。  
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○中村委員  

 このメンバーの中にも自立支援協議会の全体会の委員の方も参加させていただいてい

ますし、私自身が自立支援協議会の会長をやらせていただいています。  

 当初は、この地域協議会の設置をどうするかということについて、自立支援協議会の

中でも意見交換をしていきながら進めてきて、ユニバーサルデザイン推進の中でも設置

を考えていただいたのですが、やはり障害分野の差別解消ということですから、改めて

専門分野として持ったほうがいいよねという話になりました。いわゆる地域協議会を自

立支援協議会とは別に新たにつくるということになると、またどうしても同じメンバー

になりがちということがありますし、自立支援協議会の中でも情報を共有したり、事例

について意見交換をするということがとても重要な情報共有になるだろうということで、

自立支援協議会の中に差別解消部会を設置させていただいたということでございます。  

 これ、部会長も含めて、障害当事者の方が中心になって進めていただいている部会で

すので、この事例を意見交換するだけでも非常に貴重な情報源になるのではないかなと

思っております。以上です。  

 

○小澤部会長  

 ありがとうございました。補足説明をしていただきました。先ほどの計画の議論でい

いますと、資料１の課題１というのは、障害者の権利擁護という、かなり差別解消に関

係する課題が計画の中でも組み込まれておりますので、その意味でさっき合理的配慮の

質問・意見がありましたけれども、そちらの協議会のほうではどんな議論がされたか情

報共有ができれば非常にありがたいかなと思って聞いておりましたので、ちょうど車の

両輪みたいな形でいろいろな角度で検討していただけたらと思います。  

 その上でもしこちらの部会として、協議会のほうに何か質問とか要望があれば、お伺

いしたいと思うのですが、いかがでしょうか。  

 

○相澤委員  

 大事な協議会だと思って、この中身も見せていただいているのですけど、協議の場と

いうことは当然で議題でも認知度とか、差別の事例とか、区役所等窓口における対応事

例とか出ていると思うのですけど、きちっと協議して、自立支援協議会に報告して、こ

ちらの審議会に報告した上で、次にちゃんと行政のほうで受けとめていただいて改善に

きちっと結びついていただけるようにしていただければと思っております。  

 

○小澤部会長  

 ありがとうございました。これ、非常に大事な提案だと思いますが、そういう流れみ

たいなのは今後事務局のほうでもお考えになっていることは何かありますでしょうか。

やはりこれすごく関係が深いのと、多分ここで先ほどの合理的配慮やあるいは差別解消

に関する啓発の問題とか、理解を進めるという話は、場合によってはこっちのほうでか

なり審議される可能性がありますよね。そうだとしたら、やはりこちらのほうにも情報

と、それからある種のサイクルみたいに、こちらのほうでの意見を受けて、また協議会

のほうでもさらなる検討していただくみたいな、そんな流れが出来上がると非常にいい

流れになるのではないかというご提案も入っていた気がしましたので、いかがでしょう

か。そんな方向性があれば、大変ありがたいなとは思うのですけど。  

 

○菅野健康福祉部副参事（障害福祉担当）  

 そこにつきましては、今、貴重なご意見もいただきましたので、今後そういった情報
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共有という形でまたご報告ができるようにその流れというのを検討してまいりたいと考

えております。  

 

○小澤部会長  

 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。先ほどの議題も含めて、全体を

通してでも構わないのですけれども、もちろんこの差別解消協議会に関してでも結構で

すし、いかがでしょうか。  

 

○上西委員  

 障害を持った人たちのことは、差別解消支援地域協議会等いろいろな場面で議論され

ていると思うのですけれども、どうしても一般の区民の方はじめ、皆様にどのようにし

てわかっていただけるかというのが今後すごく大事なことだと思っていますので、よろ

しくお願いいたします。  

 私が今から発言することは、もしかしたら、計画の進捗状況とは少し違うことを申し

上げて大変申しわけないのですけれども、中野区独自で行われていた生活寮とか、それ

から緊急一時保護先のことが廃止ではないですけれども、少し変化があったというとこ

ろで、確かにグループホームは増えていますけれども、中野区独自であった生活寮に関

してはだんだん廃止の傾向にあるというところで、中の利用者さんのことについて心配

しております。  

 それから緊急一時保護先も、資料１の課題１の施策２ところにも出ていますけれども、

箇所数が減るというところで、大変苦慮しているような状態でございます。本来は進捗

状況とは違うものですから、発言すべきではないのかもしれませんけれども、大事な中

野区健康福祉審議会ですので、このことも発言があったということを残していただきた

く、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。一応業務的には確かに進捗状況の点検というのは入っては

おりますけれども、当然ですがそれ以外の障害者施策全般にかかわる意見交換を行うこ

とも、この部会の業務でありますので、今のお話は２番目の要するに障害者施策に関す

る意見交換ということで、当然出していただくということは構わないと思います。これ

は若干中野区独自のこれまでの取り組みをどう考えていくのかという話も入っていたと

思いますので、事務局のほうで何か今のご発言に関してお考えがあったら、大変ありが

たいなと思うのですが、いかがでしょうか。  

 

○菅野健康福祉部副参事（障害福祉担当）  

 生活寮とその中には緊急一時保護事業というのを区独自事業として実施してまいりま

した。意見についてなのですけれども、こちらは区としては廃止する方向で、昨年の第

４回定例会の中で廃止の議案を提案させていただいたところなのですけれども、その結

果といたしましては否決という結果になりました。今後、緊急一時保護事業につきまし

ては、今、指定管理を受けているところは、もう人材確保が厳しいということで受けら

れないという状況がありまして、区といたしましても継続に向けて事業者にもヒアリン

グなどを行いまして、受けるところがないかということも行ってきたのですけれども、

やはりそういった状況ではなかったというところです。今後につきましては来年度にな

りますけれども、議会のそういった結果を受けて、事業者を公募していくという予定で

現在は進めているところでございます。  
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○上西委員  

 江古田三丁目の重度の障害者グループホームの公募をしてもなかなか見つからないと

いうところで、原因はどこにあるかなと思ったりするので、どうぞよろしくお願いいた

します。  

 あと、子どものほうの質問が全くなかったので、少しさせていただいてもよろしいで

すか。資料３－１の児童発達支援センターの機能整備のところで、今までだとアポロ園

の重層的なものでというご発言をいただいたのですけれども、具体的な流れがありまし

たら教えていただければと思います。発見された障害のある方をどのようにするかとい

うことなのか、ちょっと勉強不足でわからないので、具体的にお願いします。  

 

○中村子ども教育部、教育委員会事務局副参事（子ども特別支援担当）  

 児童発達支援センター機能というところでよろしいですか。国の考え方ですと、１つ

児童発達支援センターといった施設をつくり、その中で療育的なことですとか、その相

談ということ全部の機能を持つということで考えているのですが、中野区においては、

すこやか福祉センターが地域で見守るということもございます。それはそれで中野区の

やり方として最もよいという考え方がありますし、あとは「ゆめなりあ」ですとか「ア

ポロ園」が療育相談ですとか、そういったことも担っておりますので、役割分担し、お

互いに連携しながら、国が求めている児童発達支援センターの機能を行っていこうとい

うことでございます。  

 

○上西委員  

 相談支援事業所をお引き受けしているもので、すこやかというのは、本体の保健師さ

んたちの役割、保健師さんたちはどういうふうに把握されていらっしゃるのか。相談支

援事務所も一緒にされているのか、そこの連動みたいなものはどのようになっていらっ

しゃるのかなと思ったりしますので。本当に具体的なことを聞いて申しわけないです。  

 

○大場鷺宮すこやか福祉センター副参事（地域ケア担当）  

 すこやか福祉センターの中で、障害者相談支援事業所がありまして、その相談支援事

業所につきまして、障害児の相談も受けている状態であるのですけれども、当然障害者

相談支援事業所のほうでいろいろなケースがあって、相談をするといった場合には、す

こやかの保健師と連携をとりながら、どういった対応がいいのかというところもありま

す。すこやか福祉センターの保健師のほうでもこの対応については、事業所とすこやか

だけではなくて、やはりほかの部署と連携をしなければいけないというときに関しまし

ても情報を提供しながら連携を図っていくという状況でございます。  

 

○上西委員  

 ありがとうございます。  

 

○小澤部会長  

 よろしいでしょうか。子どもさんのこの第１期障害児福祉計画で、確かに児童発達支

援センターが非常に重要な柱の１つでありまして、多分中野の取り組みはかなり独自色

があるなと思ってお話を聞いております。別の言い方をすると、連携とか、ネットワー

クはシステムですので相当うまくやらないと、何とかセンターという感じで設置する場

合は、別の言い方をすると拠点整備みたいなものですから、そんなに大変な感じはしな

いのですが、この取り組みは結構いろいろな連携、ネットワークやその他の業務との整

備とか、多分ご質問、意見の背景にもそんなことが入っているのかなと思って聞かせて
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いただきましたので、ぜひ中野区ならではの取り組みなので、より質を高めていただく

と大変ありがたいなと思って聞いておりました。よろしいでしょうか。ありがとうござ

います。ほかにもありますでしょうか。  

 

○松田委員  

 今、お話があったところなのですけれども、ちょっとだけ補足というか質問をさせて

いただくと、児童発達支援センター、先ほど言ったように整備をするというのであれば、

それが増えるということで、それを相談される方々の対象者というのは、その中に組み

込まれていくと思うのですけれども、連携だけで面的整備をしていくということである

と、受ける事業所の数は増えているわけではありませんので、受け切れていないのでは

ないかなと心配をしています。そこのところは受け入れられているとお考えになってい

るのかなと聞きたいところなのです。  

なぜかというと、現場では、今、本当に児童のところを全て受け入れられているかと

いうと、特に療育の部分での療育相談とかというのもあふれているような現状がある中

で、あふれた部分がどこに行くのかというのがすごく課題になっていると思うのですね。

そこの部分ではこの面で整備していくというのが、効果的なのかどうかということをご

意見いただければと思います。  

 

○小澤部会長  

 ありがとうございます。事務局のほうでの何かご意見、お答えありますでしょうか。

システムとか、面的整備というところに関する非常に重要な指摘だと思うのですけど。  

 

○中村子ども教育部、教育委員会事務局副参事（子ども特別支援担当）  

 繰り返しにはなりますけれども、中野区では既存のすこやか福祉センターがあり、そ

れぞれの部署があり、それが連携してその機能を持ってやっていこうということについ

ては、それが一番中野区に合ったやり方だと考えておりますので、それをどうやってう

まく機能させていくかというのが、これからの課題だと認識しております。  

 例えば、療育の受け入れ先が足りないのではないかというのは、確かにご指摘のとお

りのところがございまして、当初考えていて、このくらいだと思っていたところが、実

際に進めてみると、理解がどんどん進んできたこともあり、これまでなかなか支援を利

用することに結びついてこなかった方々が、そういった支援がある、利用できるという

ことも知っていただいて、社会の雰囲気としてもそういったものは利用することが、ご

本人にとっても社会にとってもいいことなのだということがだんだん理解されてくると、

どんどん利用が促進されていく。そうすると、私どもが当初考えていたよりも利用が必

要な方がもっとたくさんいたのだということがわかるような状況もあり、実際には確か

におっしゃるとおりで、今、足りているかというと、必ずしもそうではない状況があり

ます。それについても今後どうしていくかというのは課題だと認識してございます。  

 

○小澤部会長  

 ありがとうございました。大体当初予定している時間には来ているのですけれども、

多分今のご指摘は、これあくまで計画ですので、ＰＤＣＡと私申し上げたのですが、も

ともとこの障害福祉計画、かねがねこのＰＤＣＡサイクルをちゃんと回して、チェック、

点検作業というのがとても重要だということになっておりますので、多分委員の皆様に

おかれましては、いろいろと成果目標やその他、つくられた仕組みに関しまして、現実

にどうなのかという、そういうご意見を多々持っているかと思いますので、その上でな

かなか難しい原因がどこにあって、どんな課題が発生しているのかということをサイク
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ルのような形で見直しを図っていただくということで、多分意見をいろいろ出していた

だけたかなと思います。  

 今後もそんな流れでこの計画の進捗を見ていかなければいけないと思っておりますの

で、多分今日の段階でも当然いろいろ意見はお伺いしましたけど、改めてこの資料を見

ていただいて、かつ現実に普段取り組んでいるところから考えていただいたことも含め

て、事務局のほうにいろいろお声とか要望を出していただくと、大変ありがたいなと思

って聞いておりました。  

 あと昨年の差別解消協議会の話と関係するのですが、多分ほかのところで非常に近い

議論をしていたりした場合は、結構情報が流れてくると、議論も非常にしやすくなるの

かなと思っておりますので、そういった委員会の間の関係もぜひ今後の進め方でお願い

したいなと思っております。  

 おおむね大体予定している時間には来たのですけれども、ぜひということがあれば、

お伺いしますけれども。  

 

○下田委員  

 最後に質問をしたくてお伺いしたいのですけど、資料１の２ページ目の施策２の②

「重症心身障害児（者）への支援」というところで、対象者を障害児サービスに拡大し

たから、利用者が増えたとなっているのですけれども、先ほど訪問介護事業所１０カ所

になったという話ですが、それは子どもも成人も対象にしたものが、中野区内に１０カ

所あるということでしょうか。  

 

○菅野健康福祉部副参事（障害福祉担当）  

 こちらで把握しているところのデータを申し上げるようになってしまうのですけれど

も、現在のご利用されている方は１７人いらっしゃいまして、障害児の子どもさんが１

６人で障害者の方がお１人となっていまして、毎回ご利用されている訪問看護事業所の

８割が区外であるということが、今手持ちで持っているデータとしてはございます。現

在ご利用されている方の訪問看護事業所の８割が区外の事業所になっております。  

 

○下田委員  

 わかりました。ありがとうございます。  

 

○小澤部会長  

 よろしいでしょうか。もしほかに何かご質問事項があれば、また事務局に直接出して

いただいてもそれは構わないかと思います。多分数値的なことでもご質問が後でまた出

てくるかもしれませんし、また、この記載内容に関しましても、私もふと思ったのです

が、二重丸が比較的多いので、本当に二重丸でいいのかどうかと気にはなってくるので

すけど、いずれにしてもいろいろな記載内容がありますので、その意味はどういうこと

かという質問は、この審議会以降でも出していただいて構わないと思います。  

 よろしいでしょうか。そうしましたら、一応時間が参ってきたということでございま

すので、事務局のほうで連絡事項は何かありますでしょうか。  

 

○事務局  

 本日、お車でいらっしゃった方がおりましたら、駐車券の処理をしますので、終わり

ましたら事務局までお申し出ていただきたいと思います。  

 事務連絡は以上となります。  

 



 22 

○小澤部会長  

 以上をもちまして、本日の第８回障害部会を終了したいと思います。皆さん、お忙し

い中集まっていただきまして、また審議に協力していただき、どうもありがとうござい

ました。終了します。  

 

──了──  


