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第８期中野区健康福祉審議会 障害部会（第９回）

開催日 令和元年１１月１１日（月）午後７：００～２０：５１

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、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、

欠席者 本名 靖、宇田 美子、森本 紀朗、下田 智子

２．事務局

健康福祉部 福祉推進課長 長﨑 武史

健康福祉部 障害福祉課長 河村 陽子

地域支えあい推進部 地域包括ケア推進課長 高橋 英昭

地域支えあい推進部 鷺宮すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長

大場 大輔

子ども教育部 教育委員会事務局 子ども特別支援課長 中村 誠

【議 事】

○小澤部会長

まだお見えでない方もいらっしゃると思いますが、定刻になりましたので、本日の第

９回障害部会を開催したいと思います。

まず、事務局の体制に変更があったということでございますので、事務局からのご報

告を、よろしくお願いいたします。

○河村障害福祉課長

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、ご報告申し上げます。

障害福祉担当副参事の菅野から、障害福祉課長、河村に変更しております。どうぞよ

ろしくお願いいたします。

次に、地域包括ケア推進担当副参事の滝瀬から、地域包括ケア推進課長の高橋に変更

しております。

○高橋地域包括ケア推進課長

高橋でございます。よろしくお願いいたします。

○河村障害福祉課長

地域ケア担当につきましては、中部すこやか福祉センター地域ケア担当副参事の伊東

と、鷺宮すこやか福祉センター地域ケア担当副参事の大場の２名とさせていただいて

おりましたところを、鷺宮すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長の大場１

名とさせていただきます。

○大場鷺宮すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長
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大場でございます。よろしくお願いいたします。

○河村障害福祉課長

事務局の変更は以上でございます。

○小澤部会長

そうしましたら、最初に本日の出欠席と資料の確認を行い、その後、議事に入りたい

と思いますので、まずは事務局のほうから確認をよろしくお願いいたします。

○河村障害福祉課長

本日の出欠席でございますが、森本委員、下田委員の２名から、ご欠席のご連絡をい

ただいております。また、本名委員、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。資料をご覧ください。資料１から資料６ま

でございまして、資料１「『中野区健康福祉総合推進計画２０１８』進捗状況一覧」、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」、資料３－１「第１期障害児福祉計画 成果目標の達成状況」、

資料３－２「第１期障害児福祉計画 サービス量の実績」、資料４－１「令和２年度障害

福祉サービス意向調査について」、資料４－２「障害福祉サービス意向調査案（障害者調

査）」、資料４－３「障害福祉サービス意向調査案（施設入所者調査）」、資料４－４「障

害福祉サービス意向調査案（発達支援等調査）」、資料５「（仮称）中野区手話言語条例に

ついて」、資料６「（仮称）中野区障害者の多様な意思疎通の促進に関する条例について」。

以上となります。

また、最後に事務局からご案内をいたしますけれども、住所変更届という用紙が１枚

ございます。そちらのほうはお揃いでしょうか。

また、計画の冊子を本日皆様お持ちいただいておりますでしょうか。もし、資料に不

足やお忘れの方がございましたら、その場で挙手をお願いいたします。

資料の確認は以上となります。

○小澤部会長

ありがとうございました。資料の確認ということと、この健康福祉総合推進計画に関

する冊子が、かなり膨大なものでございますので、必要でしたら回覧ということで、こ

ちらのほうにも用意してありますので、もしお持ちでなければ、必要に応じて回覧して

いただく形でよろしくお願いします。

そうしましたら、まず、今年度初めての部会ということですので、２点ほど改めて確

認をさせていただきたいと思います。

まず１点目なのですけれども、この会議は原則公開ということでありますので、資料

及び会議録に関しましては、公表させていただくという形になります。

２点目なのですが、会議の透明性を担保するということがございますので、傍聴の希

望がございましたら、これを受け入れるという形で進めさせていただきたいと思います。

本日の傍聴は、今のところいらっしゃらないということでよろしいでしょうか。という

ことでございますので、よろしくお願いいたします。

１回目ということなので、冒頭は簡単にあいさつをということでございました。この

後に報告がございます第５期障害福祉計画と、それから第１期障害児福祉計画のちょう

ど中間年です。３年計画の２カ年目になっておりまして、もう次年度は第６期障害福祉

計画、第２期障害児福祉計画の策定という時期になります。ですので、その意味で言い

ますと、ちょうど今の時期に進捗を点検して、来年度がその第５期障害福祉計画及び第
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１期障害児福祉計画の最終年ということですので、それに向けての取組と、それからも

う次の計画がそろそろ始まっていきますので、そういったところも含めて、いろいろな

角度でご意見をいただきたいというのが、本日のあいさつに代えてお願いごとになって

いるということです。

その後、さらに中野としての今後の展望を見据えながら、皆さんからのご意見をいた

だくということでした。ちょうど基本計画の策定で、私自身は中野区役所に今年度はず

っと来ております。皆さんは多分これが第１回でしょうけれども、私は何回目かなと思

うぐらいお伺いさせていただいているので、そちらのほうのグランドデザインの計画と、

この障害の領域の計画と、２つが車の両輪のように展開していくということも含めて、

建設的な意見をいただけたらありがたいと思います。

あいさつはこのぐらいにいたしまして、今日は議題が結構多いので、早速、本題に入

って進めていきたいと思います。

本日の議題は、皆さんのお手元の資料の表紙を見てください。実は、先ほど打ち合わ

せのときも私は申し上げたのですけれども、これは５点報告事項になっているのですけ

れども、この審議会は意見を多く伺いながら検討する場ということですので、普通に考

えますと１番から４番が審議事項のはずです。５番目は条例の話ですので、ここで決定

する話ではないので、５番目は報告事項となります。全部報告事項ということは、基本

的に意見はお聞きするけれども、基本的な決定事項はこの審議会とは限らないというこ

とです。１番から４番は、本来ここで検討しなければいけない事項ですから、意見をお

伺いしつつ、場合によっては修正したり検討する。５番は、意見はお伺いしますけれど

も、修正したり検討したりするというのは別の場で行われるというふうなお含みおきで、

５番目が報告事項というふうに思っていただくと良いかと思います。そのような形で進

めさせていただきたいと思います。

そうしましたら、最初に議題としましては、１番から３番が一かたまりというふうに

考えておりまして、１番は、健康福祉総合推進計画という全体的な計画の推進及び進捗

状況に関してです。２番は、障害者総合支援法に関する第５期障害福祉計画の進捗状況。

３番は、障害者総合支援法と児童福祉法にまたがる第１期障害児福祉計画ということで

す。この３つがいずれにしても計画策定という観点で現在進行中の計画で、それぞれ関

連が深いので、切り離しての審議よりも、まとめて報告していただいた上で、その後、

まとめて審議をするというふうにしたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。

まず、事務局のほうのご説明をよろしくお願いします。

○河村障害福祉課長

それでは資料１をご覧ください。「『中野区健康福祉総合推進計画２０１８』進捗状況

一覧」についてご説明をさせていただきます。

中野区健康福祉総合推進計画２０１８の、ページで申しますと１７０ページからのご

報告となります。課題１「障害者の権利擁護」というところにつきまして、施策１とし

ましては、「障害を理由とする差別の解消の推進」ということでございまして、「合理的

配慮の提供の推進」を挙げております。

ここに、進捗状況◎というふうにつけさせていただいておりますが、こちらの説明が

右上にございまして、計画通りに取り組んだというところが◎、計画通りでなく変更し

て取り組んだものが○、計画に着手したものの、十分に進行しているとはいえないもの

に関して△、未着手のものに関して×というふうなことで表記をさせていただいており

ます。

この「合理的配慮の提供の推進」に関しては、今年度ヘルプマークを８月から中野区



4

役所で配布させていただいているほか、すこやか福祉センター等々で配布ということで、

取組を推進させていただいております。今後も継続しまして、事例調査や職員研修、ヘ

ルプマークの配布等に取り組んでまいりたいと考えております。

次に「障害者差別解消に係る区の取組の評価・改善」についてでございます。こちら

につきましても、２０１７年度に障害者差別解消審議会を設置し、区の取組の改善の機

会を設けたということで、◎をつけさせていただいております。

続きまして「障害者差別解消の理解啓発」につきまして、区民向けの啓発事業につい

て、２０１８年度は夜間に開催をする等、多様な層に参加をしていただくような取組を

しているということで、◎をつけさせていただいております。しかし、こちらに関しま

しては、なかなか認知度が高まらないという課題もあるところでございますので、引き

続き取組を進めてまいりたいと考えております。

次に施策２「障害者に対する虐待防止の推進」ということで、「障害者虐待防止体制の

強化」についてでございますが、こちらは障害福祉課のほうが基幹相談支援センターと

いう機能も持ってございますので、関係機関との連携を密にし、取り組んでおります。

次に「緊急一時保護先の確保」というところにつきまして、２０１９年度から、精神

障害者の方については地域生活支援拠点を設置いたしまして、同拠点施設の機能として

緊急時の受け入れ態勢を整備したということで、取組を継続しております。

また、「障害者虐待防止についての理解促進」についてでございますが、こちらは啓発

セミナー等を実施しておりまして、今後もセミナーですとかリーフレットの配布を予定

しております。

次に、課題２「地域生活の継続の支援」でございまして、施策１「地域における生活

の維持及び継続の支援」というところです。まず「地域共生社会の実現に向けた取組の

推進」ということで、こちらは保健予防課と連携し、保健・福祉・医療関係者の協議の

場の設置について検討しております。こちらを進めて、精神障害者に関しても計画等を

推進していくということと、地域包括ケアシステム推進プランの策定に広げていくとい

うようなことがございます。

続きまして「基幹相談支援センター機能の充実」というところにつきましては、専門

相談、相談支援機関の人材育成、地域移行の推進、障害者の権利擁護など、基幹相談支

援センターとしての機能の役割を果たしておりまして、さまざまな事例について自立支

援協議会等でも検討をしております。

次のページをご覧ください。次に「相談支援体制の拡充」というところにつきまして、

指定特定計画相談支援事業所による計画相談の作成率が順調に向上しているということ

でございます。すこやか障害者相談支援事業所の皆様にご協力をしていただきながら、

計画相談の推進について図っております。

次に「相談支援やサービス等利用計画の質の向上」というところにつきましては、相

談支援専門員を対象とした研修を継続して実施し、相談支援専門員のスキルアップや計

画相談の質の向上を図っておりまして、今年度も研修の継続開催とマニュアルの改正を

しております。

次に「専門相談の充実」につきましては、障害者地域自立生活支援センター（つむぎ）

における高次脳機能障害や発達障害の専門相談の実施、拡充に取り組んでいるほか、関

係機関への研修情報の提供などに努めております。

次に施策２「多様化するニーズへの支援」というところでございますが、「高齢障害者

への支援」としまして、介護保険移行者などに対する移行時の制度移行案内や手続きの

支援などを実施してございます。問題のある世帯の方などへのアウトリーチ相談などの

働きかけを行っております。

次に「重度心身障害児（者）への支援」ということで、２０１７年７月から重症心身
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障害児（者）等在宅レスパイト事業の対象者を拡充し、医療的ケアの必要な障害児につ

いてもサービスの対象としてきてございます。医療的ケアが必要な子どもさんが在宅生

活を送る上で円滑なレスパイトサービスを受けられるよう、訪問看護事業所とも連携を

図ってまいりたいと考えてございます。

次に「ライフスタイルの変化に応じた支援」ということにつきまして、移動支援事業

の義務教育等支援につきまして、小中学生を対象としてございましたが、２０１８年度

から対象者を高校生まで拡大し、通学等支援として実施をしております。引き続き、周

知に努めてまいりたいと考えております。

次に「難病患者への障害福祉サービスの周知」というところで、難病患者の方々への

障害福祉サービスにつきまして、ホームページを通じた周知を行ってございます。また、

医療費助成・手当についても、ホームページまたは区報を使って周知を図っております

ので、東京都等と連携を図り、着実に推進してまいりたいと考えてございます。

次に「福祉人材の育成」についてでございますが、福祉サービス従事者研修の継続開

催により、人材育成を図っております。

次に施策３「地域生活を支えるためのサービスの確保」の「地域における需要に応じ

たサービス量の確保」というところにつきまして、江古田三丁目の重度障害者グループ

ホーム等の整備が未整備というところで、△ということになってございます。

次に「新たに創設される福祉サービスの提供」につきましては、弥生福祉作業所にお

いて、２０１９年４月から「就労定着支援」を実施してございます。民間事業者におい

ても３カ所、開始をしている状況でございまして、今後も新規開始につながるよう、事

業者に情報提供を行ってまいりたいと考えてございます。

次に「日中活動系サービスの確保」についてでございます。特別支援学校の在籍状況

の調査及び区内事業所の定員充足状況の把握をし、整備をする時期の見込みを立ててま

いりたいと考えております。

次のページをご覧ください。次は「短期入所、日中一時支援事業所の整備」について

でございます。こちらも△印がついているところは、先ほどご説明しましたように、江

古田三丁目の整備の遅れというようなところが課題としてございます。

次に「緊急時の保護体制の確保」につきましては、虐待等を受けた障害者を対象に、

障害者支援施設において緊急一時保護事業を実施してございます。引き続き、障害者短

期緊急支援事業及び精神障害者に対する地域生活支援拠点における体制整備に努めてま

いりたいと思っております。

次に「福祉住宅の運営」につきましては、計画通りに障害者福祉住宅の運営を行って

ございまして、引き続き適切に運営をしてまいりたいと考えてございます。

次に「第三者評価受審の推進」につきましては、指定管理者施設においては、指定期

間の１年目及び４年目に受審をしてございます。日中活動系サービスは、東京都の補助

金を活用しながら民間事業所に受審費補助を実施しておりますので、こちらも継続して

まいります。

「事業者への指導・助言」につきましても、継続的に事業者への指導・助言を行って

おります。

「障害者自立支援協議会の機能の向上」につきましては、協議会の専門部会として新

たに「障害者差別解消部会」を設置し、事例の検討、区の取組に対する意見聴取を行っ

ております。引き続き、専門部会において事例検討等を行っていく予定でございます。

次に課題３「入所等からの地域移行」というところで、「入所施設からの地域移行の促

進」に関しまして、△ということになっておりまして、なかなか都外施設からの地域移

行、知的障害のある方の入所からの地域移行が難しいという現状がありますので、今後

も推進していく必要があると考えております。
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また、「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充実」につきまして

は、２０１９年度から長期入院患者の地域移行を推進するため、地域移行プレ事業を開

始し、入院患者の実態把握や退院意欲の喚起を行っております。

次に「精神障害のある方に対応した地域包括ケアシステムの構築」というところにつ

きまして、精神障害者の地域包括ケアシステムの構築のため、保健・福祉・医療の協議

の場の設置についての検討を保健予防課とともに行っております。

次に「地域生活の体験機会の提供」についてでございますが、２０１９年度よりグル

ープホームを活用した地域生活支援拠点事業を開始し、地域生活の体験の場を確保して

おります。

次のページにお進みください。次は「グループホームの整備の促進」というところに

つきまして、整備を推進していますというところで、後ほどまた推進等についてはご報

告申し上げたいと思います。

「地域生活支援拠点の整備」につきましては、先ほどと同様となります。

次に、課題４「就労の支援」でございます。施策１「就労機会の拡大」というところ

につきまして、「身近な地域での雇用の場の確保」につきましては、既に障害者雇用を行

っている企業も、未実施の企業も含めて情報交換を行うなど、雇用への働きかけを進め

ております。

次に「一般就労への移行を促進する体制の充実」というところにつきましては、中野

区就労支援センターにおける就労支援において、相談者の特性を考慮し、その人に適し

た民間就労移行支援事業所へ引き継ぐことで、就労へつなげております。

次に「職場における障害者理解の促進」につきましては、自立支援協議会において、

企業や関係団体との意見交換や情報提供がなされております。こういったネットワーク

を利用しまして、今後も情報発信をしてまいりたいと思います。

施策２「一般就労に向けた支援の強化」についてでございます。「特別支援学校・障害

者就労支援事業所との連携強化」につきましては、学校や事業所への働きかけ以外にも、

セミナーの開催による事業の周知や、障害者雇用への推奨を図っております。

「体験実習を通した就労支援の充実」につきましては、２０１８年度に関しては、参

加者１３名中３名が一般就労をすることができたという状況となってございます。

「職場定着率の向上」につきましては、個々の障害特性に応じた定着支援を実施する

とともに、「たまり場」事業において、就労後の課題について当事者間の情報交換の場を

設けてございます。

「精神障害者等に対する就労支援の強化」につきましては、就労支援センターにおい

て、障害特性に応じた相談支援や就労支援を実施してございます。

次に「障害者就労支援事業所のネットワークを活用した就労支援」につきましては、

なかの障害者就労支援ネットワーク、雇用就労部会の開催により、事業所同士の状況把

握や意見交換が行われております。

次のページにお進みください。施策３「障害者就労支援事業所における工賃の向上」

につきまして、「民間企業からの安定的な受注確保に向けた支援」「区役所業務の発注促

進」「障害者就労支援事業所のネットワークによる自主生産品の販売促進」というところ

で進めております。

引き続きまして、「障害や発達に課題のある子どもへの支援」についてです。

○中村子ども特別支援課長

子ども特別支援課長の中村でございます。私のほうは、子ども特別支援課の所管部分

についてご説明させていただきます。

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。３つの施策の柱
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ごとに主だったものについてご説明をさせていただきます。

まず、施策１「関係機関と連携した切れ目のない一貫した支援体制」については、相

談体制の充実として、２０１８年度からすこやか福祉センターや教育委員会事務局の特

別支援教育係に常勤心理職を配置し、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するスーパーバイザーである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います。

家族支援としては、ペアレントメンターを養成する事業の公募を行い、地域で活動実

績のあるＮＰＯ法人に委託して事業を開始いたしました。不安や悩みを抱える親に寄り

添い相談を受けるペアレントメンターを養成し、親同士が支え合う仕組みをつくってま

いります。

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

して専門性の向上を目指し、障害児通所支援事業所のスーパーバイザーとして、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まして、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に対する研修や助言を行う事業を、

昨年度から開始しております。また、障害児支援事業所の職員を対象に、専門研修を実

施いたしました。障害児相談支援事業者による障害児支援利用計画の作成を促進するた

め、区立の療育センターに障害児相談支援事業所を開設するとともに、民間障害児相談

支援事業所への運営補助事業を開始いたしました。

次のページへお進みください。区立保育園におきまして、来年度から医療的ケアを適

切に実施できる環境を整え、医療的ケア児の受け入れを開始いたします。今後は、関係

機関が連携を図るための協議の場の設置に向け、位置づけやメンバー構成など運営方法

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」についてです。中学校の特別支援

教室の導入に向けて準備を進めており、今年度にはモデル事業を実施いたします。また、

障害や発達の特性があり支援が必要な子どもとその家族が地域の中で安心して暮らして

いくことができるよう、地域に向けた理解の促進を図っております。今後も引き続き、

取組を進めてまいります。

以上のように、主な取組につきまして、計画通り進んでいると考えてございます。資

料１については以上になります。

○河村障害福祉課長

では次に、資料２－１をご覧ください。「第５期障害福祉計画成果目標の達成状況」に

ついてご説明をさせていただきます。

まず、「地域生活への移行の促進」というところでございます。平成２８年度末時点で

は、施設入所者数が１８６人となってございまして、そちらを基準として積算しており

ます。上段が目標、下段が実績となってございます。

先ほど申しました１８６名の方の地域移行の状況について、目標が、例えば平成３０

年度であれば５名というところが、実績としては２名であったというようなところにな

っておりまして、先ほどもお伝えしたところではございますが、施設入所者の数という

のはなかなか減ることが難しいというような状況になっております。

次に、「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」につきましては、

協議の場を保健予防課とともに現在、構築をしているというところで、今年度は「有」

ということで実績を挙げさせていただいております。

「グループホームの整備」の状況につきましては、居室数ということで算定をさせて

いただいておりまして、上段が目標、下段が実績となっておりまして、身体・知的と精

神ということで分けて記載させていただいております。身体・知的のほうとしましては、
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目標値、平成３０年度１１０、今年度１１５、３２年度１３２というようなところで来

ておりますけれども、実績のほうは今年度９月末時点で９９、年度末１０８という見込

みとなっております。一方、精神に関しては、区内の累計目標数が平成３０年度４６、

３１年度５１、３２年度５１となっているところ、平成３０年度４８の実績、今年度９

月末４８、今年度末４８の見込みというようなところでございます。

「地域生活支援拠点の整備」につきましては、実績としまして１ということで、先ほ

どお話をさせていただきました精神障害者に関する地域生活支援拠点ということで、改

修・整備をしております。

裏面をご覧ください。こちらは就労に関しての実績のご報告になります。「福祉的就労

から一般就労に移行する障害者数」ということについての目標と実績になっておりまし

て、目標値はもともと平成３２年度５４にしておりまして、実績のほうが３０年度５５、

今年度９月末時点で２７、今年度の見込みですと５５となってございます。

次に「就労移行支援事業所の就労移行率」につきまして、こちらも目標値を平成３２

年度５０％と掲げさせていただいていますが、現在のところ４０％となってございます。

「就労移行支援事業所の利用者数」というところで、平成３２年度１２８名を目標と

してございましたが、実績として３０年度１２１名、今年度９月末で１１２名、今年度

末の見込みで１０１名というようなことになってございます。

次に「就労定着支援による職場定着率」については、目標を今年度７０％、３２年度

７０％として掲げたところでございますが、実績としまして３０年度７０％、今年度９

月末で７１％、年度末の見込みで７０％というところでございます。

「就労支援事業利用による支援開始１年後の職場定着率」についてですが、こちらの

ほうは平成３２年度７０％という目標値を掲げさせていただいておりまして、実績が３

０年度８８％、今年度９月末７７％、年度末の見込みで８０％ということになってござ

います。

次に、資料２－２をご覧ください。こちらは「第５期障害福祉計画 サービス量の実

績」ということで、かなり細かい実績になってございますので、詳細なご説明のほうは

割愛させていただきますが、各サービスの上段が計画値、下段が平成３０年度及び３１

年度９月末時点の実績値になってございます。３１年度末時点の値は見込み値となって

おります。

ざっと見たところで、居宅介護に関しては、利用者数は減っているけれども、時間数

は伸びているというところが見られたりですとか、重度訪問介護は横ばいというところ

かと思っています。

また一方、就労移行支援はうなぎ登りでずっと利用者数が増えていましたが、報酬改

定等もありまして、今、落ち着いてきたかなというところでございます。

次のページをご覧ください。こちらの一番上でございます自立生活援助というサービ

スにつきましては、平成３０年から創設されたサービスになりまして、利用者数が２名

とか３名になっておりますけれども、基本的には地域移行された方が月に２回以上支援

者に訪問してもらって、さまざまな地域生活でのトラブルですとか、公共料金の支払い

等の支援を受けているというサービスになります。

そのほか、ずっと下に行っていただいて、相談支援事業の一番下の自発的活動支援事

業の実施の有無というところに関しましては、地域生活支援事業の必須事業として行っ

ている事業となります。

そのほか、右のページにまいりまして、地域活動支援センター事業としましては、せ

せらぎですとか障害者福祉会館での事業実績について記載させていただいております。

では、つづいて３－１のご報告です。
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○中村子ども特別支援課長

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。

まず、資料３－１の成果目標の達成状況になります。こちらの成果目標につきまして

は、国の方針に沿った指標となっております。３つございます。

１つ目は「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

設置となっています。中野区では、児童発達支援センターという１つの施設を設置する

のではなく、児童発達支援センターとして必要な機能について、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こととして

おります。こちらの成果目標としましては設置の「有」「無」で設定しておりまして、

目標は「有」としています。中野区では、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「アポロ園」と「ゆめなりあ」

との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ております。平成３１

年度は機能強化を図りつつ実施しておりますので、実績を「有」としています。

また、保育所等訪問支援については、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おります。区では児童福祉法に基づく保育所等訪問支援

ではなく、区立療育センター「アポロ園」及び「ゆめなりあ」におきまして、区の要綱

に基づく保育園等巡回訪問指導事業を実施しております。昨年度から専門職員の増員に

より、支援体制の充実を図りながら実施しておりますので、実績を「有」としています。

２つ目ですけれども、「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。中野区には２カ所、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。施設整備目標に

つきましては、待機の状況など今後の動向を見ていきたいと考えておりますが、現時点

では２施設としております。

３つ目でございますけれども、「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

関等の協議の場の設置について指標としております。中野区では、医療的ケア児を含め

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等連携の協議の場を設置

するという計画になってございます。今年度につきましては「設置なし」という実績で

す。

現在中野区では地域包括ケアシステムの構築に向け、障害児（者）や子どもについて

も検討を行っています。そうした動向を見据えながら、また現在設置されている自立支

援協議会や要保護児童対策協議会等、既存の会議体の活用も考慮しつつ、有効に機能す

る協議の場の設置に向けた検討を進めてまいります。

続きまして、資料３－２になります。「第１期障害児福祉計画 サービス量の実績」

でございます。

主だったものについてご説明させていただきます。児童発達支援及び放課後等デイサ

ービスにつきましても、利用者数について、当初の見込みより増加している状況でござ

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いても、平成２９年度ま

での伸び率に比べると鈍化している状況ではございますけれども、依然利用者も増え続

けており、事業所数も想定より増加しております。

保育所等訪問支援についてですが、区の実績で当初見込みを大きく上回っております。

昨年度より専門職員を増員いたしまして、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が要因であると考えてござい

ます。
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この部分の説明は以上でございます。

○河村障害福祉課長

ご説明は以上となります。

○小澤部会長

ありがとうございました。一応、全体にかかわる健康福祉総合推進計画のほうでも、

障害福祉計画あるいは障害児福祉計画にも関連する事項の報告がかなりあったかと思い

ます。その上で、障害福祉計画と障害児福祉計画ということで、それぞれ関連するとこ

ろも含めながらご説明いただきました。一通り、通しで説明していただきました。これ

に関しましては質疑も、この３つを合わせて時間を取りたいと思います。おおむね１５

分程度の時間を想定しております。

もし、後で資料を見た上でさらに質問ということがあれば、この会議後に事務局に質

問を寄せていただいても構わないという扱いをさせていただきたいと思いますが、とり

あえず本日の段階で、あるいは今の報告を聞きながら、何か確認すべきこと、質問、あ

るいはご意見等ございましたらよろしくお願いします。いかがでしょうか。

はい。どうぞ、松田委員。

○松田委員

１つ質問をさせていただきたいと思います。資料２－２の居宅介護の数字のことなの

ですけれども、先ほど説明の中にもありましたように、平成３０年度と比べると平成３

１年度の利用者数が減っているという数字になっています。一方で、例えば計画相談の

数とかを見てみると、予想通り右肩上がりで上がっていくところがあります。この減っ

た理由というのが、どういうことなのかという分析があれば教えていただきたいと思っ

ています。

時間数が増えたというのはよくわかっていて、これは重たい方に対して、時間数をつ

けてシフトをしているということなのか、軽い方よりも重たい方のほうにウエイトを持

っていっているとも読み取れると思うのですけれども、その辺はいかがでしょうか。

○小澤部会長

ご質問ですので、事務局、よろしくお願いいたします。

○河村障害福祉課長

大きな要因でこれというところは、なかなか難しいところかとは思うのですけれども、

精神障害のある方に関しては、どんどん増加しているというような状況はあると思われ

ます。

一方、身体障害とか知的障害の方に関しては、精神ほど大きな伸びを見せていないと

いうところで、サービスがある程度頭打ちというか周知されているというところもある

のかなとは思っております。

○小澤部会長

よろしいですか。ほかに、いかがでしょうか。

はい、どうぞ。相澤委員。

○相澤委員

資料１の３ページ、４章の課題２の施策３の⑥、「福祉住宅の運営」というところなの
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ですけれども、進捗状況が◎で、評価の理由が、「計画通り障害者福祉住宅の運営を行っ

た」、これまでの取組状況も、「障害者福祉住宅２６戸を運営した」、「引き続き適切に取

組を行う」と。今後の課題は特になしということで、言い方が悪かったら申し訳ないの

ですけれども、所管は住宅課ということなのですが、そもそもここの施策が「地域生活

を支えるためのサービスの確保」ということなので、今、区で抱えている福祉住宅２６

戸を運営したということだけで、十分だということにはなかなかいかないのかなと思っ

ています。

というのは、ここの健康福祉総合推進計画の１７９ページのところに、「改定前の計画

に基づき実施した主な取組（平成２７年度から平成２９年度）」と書いてありますけれど

も、計画の取組は福祉住宅の確保で２６戸適切に運営したということで、ほとんど同じ

ような表現なんです。もともと計画というのは、財政には限りがあると思うのですけれ

ども、住宅に困窮している身体障害者の方が地域で自立して生活できるような福祉住宅

を十分確保して、そういうものを充実させるということなので、これは意見ですけれど

も、今後の課題という中では「特になし」ということよりも、たくさんありすぎて書け

ないくらいあると思うので、この表現でもう計画通り進んでいるということにはならな

いと思います。人口３０万人で福祉住宅が２６戸あれば十分ということは絶対ないと思

いますので、住宅の内部の整備という方法以外でも、いろいろな施策があると思うので、

民間のあいている住宅なども活用して、身体障害者が地域で自立した生活を送れるよう

に、ぜひそういうところを今後課題として、障害福祉課とも十分連携して協議して、住

宅課には取り組んでいただきたいなと思います。意見です。

○小澤部会長

ありがとうございました。意見ということではございますけれども、今後、特に地域

包括ケアとかそういうところでも、住宅施策との連携というのは極めて重要な事項にな

っておりますので、数値目標がいかがかということも含めてご意見があったと思います。

ご意見ではあるのですけれども、もし何か事務局のほうで補足すべき事項が、何らかの

考え方みたいなものがあれば、触れていただけたらと思うのですが、いかがでしょうか。

○河村障害福祉課長

ご意見いただきましたとおり、やはり高齢者や障害者の住宅というところは大きな課

題であると考えております。ですので、福祉住宅だけではなくて、そういった支援の必

要な方が住宅を探す場合にお困りにならないような体制整備ということも、あわせて考

えてまいりたいと思っております。

以上です。

○小澤部会長

住宅課の管轄ではあるのですけれども、今後のことを考えると、住宅施策と地域包括

ケアは関係が非常に深いですので、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。

はい、どうぞ。上西委員。

○上西委員

２点ほどご質問いたします。まず、３ページの上のところに△印がついている江古田

三丁目の整備事業のことですけれども、４回の公募、すごくご苦労をかけていることと

は思いますけれども、この福祉人材の確保以外に、何度公募しても集まらない要因が何

かあるのかなと思ったりもするのですけれども。もしこの理由が、分析ができていれば
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お聞かせ願いたいというところと、あとは地域包括ケアシステムのところの、前年度、

高齢者側のところは前回の地域包括ケアシステム推進プランというところで、粗々でき

ているというようなご説明で受けた覚えがあるのですけれども、障害者に関して、この

地域包括ケアシステム推進プランというのは、今の進捗状況としてはどのような形にな

っているかというのもお聞かせいただければと思います。

○小澤部会長

２点ほどでありまして、まず１点目は明確な質問事項ということでございますので、

事務局のほうで、まずお答えしていただけたらと思います。

○河村障害福祉課長

江古田三丁目の重度障害者向けグループホームにつきましては、多方面の皆様にご心

配をいただいているところであると、区のほうとしましても深く認識をしております。

公募を３回かけたわけですけれども、集まらない一番の理由としては、先ほどご指摘

いただきましたけれども、福祉人材の確保がなかなか難しいということですとか、あと

は看護師配置が難しいというようなこと、そのほか今現在、江古田三丁目につきまして

は、地域生活支援拠点というようなところも盛り込んだことを想定しておりますので、

グループホームの運営、短期入所の運営をしながら相談業務を行うことも困難という声

もいただいております。

他区の状況を見てみますと、やはり区のほうの支援というのをもうちょっと手厚く行

っているところも見受けられますので、そういった事例等々を参考にさせていただいて、

今後の整備のあり方というのも検討しつつ、重度障害者向けの支援を展開していければ

と考えております。

あと、もう１点の地域包括ケアシステム推進プランについてでございますけれども、

こちらは現在、高齢者向けの地域包括ケアシステム推進プランの８つの柱というものが

あるんですね。例えばサービスですとか、住まいですとかというような８つの柱という

ものがございまして、それにあわせて現在、障害者のほうで展開している施策をそこに

当てはめるという作業をしております。

そのことで、支援ができているところと全く空洞になってしまうというところが見え

るというようなことがありますので、まずは高齢者側のプランにあわせたものを今つく

って、地域包括ケアシステム推進プランのほうと共有させていただいているというとこ

ろでございます。

○上西委員

ありがとうございます。

○小澤部会長

地域包括ケアに関しましては、この計画の中でも、ただいまの報告の中でも精神の方

向けの地域包括ケアシステムの構築ということで、何カ所か報告事項がありまして、精

神の領域もかなり重要事項として挙がっている場所なんですよね。

したがいまして、ただいまの考え方で、全体的な地域包括ケアということで中野区で

は推進していきたいということが入っていますので、また進捗状況などありましたらこ

の審議会で適宜報告していただくと、非常に大事な話かなと思って聞かせていただきま

した。

そうしましたら、ほかにいかがでしょうか。何かございますでしょうか。

どうぞ、中村委員。
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○中村委員

まず１つは、資料１の１ページ目のところなのですが、「②障害者差別解消に係る区の

取組の評価・改善」、２０１８年度は事案がなかったということなのですが、通報そのも

のは実際にあって、それが差別として認定されなかったかどうかというのがお聞きした

いところです。

それからもう１点は、今後の取組をどのようにされるのかというのが気になっている

ところなのですけれども、いわゆる差別解消の理解啓発。障害福祉というのは、関係者

もしくは行政等で、しっかりこの計画通り進めていくというのはとても重要なのですけ

れども、やはり地域で障害のある人たちが生活していくということを考えていくと、区

民がしっかりそのことを理解して受け止めていくということがとても重要だろうと思っ

ています。

理解啓発の部分については、夜間に開催する等いろいろな取組をされているのですけ

れども、認知度が２割台ということで非常に低いわけですね。これは差別解消だけに限

らず、障害のある人たちへの福祉政策を十分に区民に理解してもらうということでは、

非常に重要な課題だと思っています。この辺について、少しお伺いできればと思います。

○小澤部会長

ありがとうございました。ただいま、ご質問も一部入っていましたので、事務局のほ

う、よろしいでしょうか。

○河村障害福祉課長

まず、差別解消審議会について開催しなかったというようなご報告をさせていただい

ておりますが、そういった事案がなかったということで開催をしなかったというところ

でございます。全庁的に調査をかけさせていただいておりまして、差別に当たるような

案件がなかったかというようなことを把握させていただきましたり、障害福祉課のほう

に持ち込まれるご相談の中で、この差別解消審議会で検討するような事案はなかったと

いうことで、開催をしなかったというところではございますが、合理的配慮がますます

求められておりますので、区の職員も、私どもも含めてですけれども、感度を深めて、

そういった事案について今後は検討してまいることができればと思っております。

もう１つの差別解消の理解啓発につきましては、法が整備された当初はやはり認知度

というのが高かったわけですけれども、年々認知度が低くなってしまっているというと

ころでございまして、昨年度は夜間に開催する講演会というものも実施したところです

が、ここは非常に難しいなと今、正直思っております。後ほど条例についてのご説明も

させていただくところではあるのですけれども、障害のある方の生活の困難さというの

を、一般区民の方にまずは知っていただくことが、さまざまな合理的配慮につながると

いうふうに考えておりますが、正直一般の区民の方にどう声を届けるのかというところ

でなかなか苦戦をしているところはございます。

やはり啓発事業というのももちろん大事なのですけれども、もう少し一歩進んだこと

ができないかというふうにも思っておりますので、もし良い案がありましたら、ぜひ教

えていただければと思っております。

○小澤部会長

ただいまの件に関しましては、東京都が昨年の秋に条例を立ち上げておりまして、先

日、ちょうど東京都の差別解消の支援地域協議会がございまして、その差別解消協議会

でもいろいろと審議し、その後、東京都への相談案件というのは結構多くなっています。
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なので、場合によっては中野区には上がってきていないけれども、東京都には上がって

きているのではないかと。私も気になったのですけれども、区市町村と都の関係という

こともあるので、場合によってはそういう可能性もあるのかなと、先般の差別解消支援

協議会の中で意見させていただいた経過があるんです。

なので、中野区には今のところそういう感じのものが上がっていなくても、都のほう

ではどうなのかというのがもしわかるようでしたら、都庁に聞くと、中野区から上がっ

ている可能性もあるので。そこはダイレクトに都庁に相談に行くケースが結構多そうな

感じがしました。それは先般の協議会でもそういう議論があったんです。この問題って

場合によっては、区だけの問題ではないので、把握していただけたらいいのかなと思っ

ています。私からのコメントです。

そうしましたら、まだご意見はいろいろあるかと思うのですが、この後も議題がいく

つか残っておりますので、次の議題に進みます。場合によっては最後のまとめのときに、

また振り返って意見あるいは質問を出していただくのは構いません。

引き続きまして次の議案、先ほど冒頭申し上げましたようにしますと４番です。「障

害福祉サービス意向調査について」という審議事項に入らせていただきます。これも次

の計画との関係が非常に深いところでございますので、事務局のほうのご説明をいただ

いた上で、また意見交換をさせていただきたいと思います。

よろしいでしょうか。よろしくお願いします。

○河村障害福祉課長

それでは、資料４－１をご覧ください。「令和２年度 障害福祉サービス意向調査につ

いて」ということで、その次に３部、資料がついているかと思います。こちらは先ほど

小澤先生からもお話がございましたように、第５期障害福祉計画の状況ということでご

報告をさせていただいたところでございますけれども、来年度、第６期障害福祉計画、

第２期障害児福祉計画をつくるに当たりまして、調査をさせていただく内容について本

日ご紹介をさせていただきまして、皆様からご意見をいただければと考えております。

調査の種類としましては、３種類ございまして、前回と同様になりますが、１つは「障

害者調査」ということで、対象としましては４月１日時点で身体障害者手帳、愛の手帳、

精神障害者保健福祉手帳を所持している区民及び難病等により障害福祉サービスを利用

する区民、ただし施設入所者は除くということで、中野区全域の方で、１，５００人の

方に調査をさせていただく予定でございます。

２つ目は「施設入所者調査」ですけれども、こちらの対象者は身体障害者手帳、愛の

手帳を所持している障害者のうち、基準日、４月１日時点で施設入所支援を利用してい

る中野区の給付対象者ということで、日本全域を対象地域といたします。

もう１つ、「発達支援等調査」につきまして、こちらも４月１日時点で０歳から１８歳

までの発達支援の対象児童及び身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳を

所持している児童ということで、中野区全域の方、６５０人を想定している内容となり

ます。

こちらにつきまして、前回と同じ調査の項目と、多少加えさせていただいた項目を資

料として、本日資料４－２、資料４－３、資料４－４としておつけをさせていただいて

おります。本日、全て見ていただいてご意見をいただくのはなかなか難しいと思います

ので、１１月２５日、月曜日までに以下の宛先に郵便、メールまたはファクスで送付を

お願いできればと考えております。

資料４－２をまずご覧いただきたいのですけれども、こちらが障害者調査の内容にな

ります。フェイスシートということで、基本情報があったりですとか、住まいの状況と

いうことで、右側が選択肢というふうになります。
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今回、新たに付け加えさせていただきましたところをご説明させていただきますと、

下の部分に「日常生活の介護・支援」というところの１９番の項目がございます。１９

番のところが「日常生活で介助を必要とすることは具体的にどのようなことですか」と

ありまして、設問をずっと右に行っていただいて、さらに裏をめくっていただくと設問

が続いているのですが、１１－１のところに「コミュニケーション」というところを加

えさせていただいてございます。そちらは、後ほどご説明をさせていただきますけれど

も、コミュニケーションにかかわるような条例化を予定しておりますので、アンケート

調査に盛り込ませていただいたところでございます。

さらにおめくりいただきまして、最後のページのところに設問数７６というところが

あると思うのですけれども、そちらに「あなた（あて名の方ご本人）はヘルプマークを

知っていますか」という項目を新たに付け加えさせていただきました。そちらは中野区

として先ほどご説明をさせていただきましたけれども、８月からヘルプマークを配布さ

せていただいているというところで、最近、よく路上でお見かけすることが増えたよう

な気はしているのですけれども、そちらのほうの普及というところをはかることができ

ればというところで、付け加えたところでございます。

資料４－３が「施設入所者調査」ということで、入所している方にお送りする予定の

調査になっております。こちらは特に変更はしてございません。

最後に、資料４－４のところが「発達支援等調査」です。

○中村子ども特別支援課長

資料４－４をご覧いただいていると思います。こちらは第２期障害児福祉計画を策定

するための調査になります。質問項目でございますけれども、基本的には前回調査と同

じになってございますけれども、障害児通所支援事業につきまして、各事業を知ってい

ますかという質問に代えまして、利用状況を伺う質問とさせていただきました。また、

区外の障害児通所支援施設をご利用の方に、その理由をお尋ねする質問を加えてござい

ます。また、サービス利用状況の回答の選択肢に、前回入っていなかった学童クラブで

すとか、区独自に実施している保育園等巡回訪問指導ですとか訪問事業、それから新た

に開始したペアレントメンター事業等を加えてございます。

こちらにつきましては以上でございます。

○河村障害福祉課長

ご説明は以上です。

○小澤部会長

ありがとうございました。先ほど冒頭にこのアンケートに関しましては、１１月２５

日までにご覧になっていただいて、もし追加的な指摘事項あるいは質問、ご意見ござい

ましたら出していただくということであります。本日の段階で、もちろんご意見、ご質

問はお伺いしますけれども、なかなか全体をぱっと見て質問、意見というのは難しいか

もしれませんので、その辺はまた別の扱いをさせていただいているということです。

前回の質問項目には大体沿ってはいるのですが、先ほど申し上げましたように一部、

コミュニケーションに関する事項と、それからヘルプマークに関しての知識というか、

そういったことを追加しているということでございますので、その他お気づきの点、あ

るいは場合によっては追加してほしいとか、こういう聞き方のほうが望ましいというこ

とがございましたらお願いします。資料が一部見にくいところがあるかと思って見てい

まして、この調査項目というところに対応しまして、成人期のところがずっと長いので、

裏面も含めてその項目が、ずっと載っているという構造になっていると思います。多分、
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児童のほうはそんなに長くないので、資料４－４はこの１枚できれいに収まっていると

いう理解でよろしいですよね。

ということで、子どもさんのほうは１枚で収まっているので、比較的すっきりとわか

るのですが、大人のほうはいくつか項目数が多いということがあるので、裏面も含めて

１セットになっているという構造です。

また、時間の許す限り、本日の段階でご質問、ご意見があればということですが、い

かがでしょうか。

どうぞ、中村委員。

○中村委員

一見して、前回と変わらないということなのですけれども、非常に多岐に質問がわた

っているものですから、前回の回収率がどうだったのかということが、まず１点になり

ます。本当にいただいた障害のある人が、支援を受けながらかもしれませんけれども書

いていく中で、サービスの種別をどのくらい理解して記入していただいているのかとか、

この記入する人たちをイメージしながら考えていくと、結構大変なアンケートになって

いるなという気がしているものですから、お聞きしたいと思います。

それからもう１点なのですが、１つ、これは聞き方を変えていただきたいというのが

あって、就労状況の３４番。これは問１８で「いいえ」という、収入のない人に対する

質問になっていると思うのですけれども、収入がある人も、今後どのように働きたいか

ということでは変えたいという気持ちもおありかと思いますので、「はい」の方も全員

という形でお聞きになったほうがよろしいのではないかと思いました。

○小澤部会長

ありがとうございました。非常に大事な指摘事項だと思いますが、まず質問事項が入

っていましたので、事務局のほう、よろしくお願いします。

○河村障害福祉課長

回収率ですけれども、前回、障害者調査につきましては回収率が４３％となっており

ます。施設入所者調査のほうが７７．５％、発達支援等調査のほうが４４．２％という

ような結果になっておりまして、施設入所の方などはおそらく支援者の方が聞き取りし

てくださったりということで、かなり高くなっているのかなと思われます。

あと、もう１つの先ほどの就労の部分の設問項目で、収入のある人に対しての設問と

いうようなことの必要性というところにつきましては、確かにご指摘いただいたところ

は非常に重要であると考えておりますので、そういったことも盛り込めるように検討し

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。質問項目で、その分野の委員の方がご指摘されたら、でき

る限り反映させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

それからもう１点は、先ほどの質問に対することなのですが、回収率４３％というこ

との評価ですね。区が実施し、しかも障害福祉計画の策定に関する案件というか事項に

関する質問なので、通常はもっと高いのではないかと普通は思うのです。一般住民向け

の世論調査ですとかそういうものでしたら低いのは当然想定済み、織り込み済みなので

すけれども、何かそこは、場合によってはなかなか回答するのは大変な質問なのかもし

れないのですが、いろいろ検討の余地はありますね。普通はもっと高いような気がする

と私は思いますので、そこは少し、回収率を高める工夫ということも含めて、ご検討し
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ていただいたほうが良いかもしれないと思います。

○河村障害福祉課長

その辺りも工夫してまいりたいと思います。

○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。

どうぞ。市野委員。

○市野委員

フェイスシートの部分なのですけれども、８番のところで「差し支えがなければ、あ

なた（あて名の方ご本人）の診断名をお答えください」というところで、精神障害者保

健福祉手帳をお持ちの方にと限定しているのですけれども、愛の手帳を持っている人で

も、重複障害という形で、てんかんとかそういうものを持っている人はいますので、一

応これは全員とか、何かそういうふうな工夫をしていただければと思うのですが。児童

のほうの発達支援のところでは、多分これは全員というくくりになっているのかなと思

うのですけれども、その点はいかがでしょうか。

○小澤部会長

いかがでしょうか。ご質問になっております。

○河村障害福祉課長 確かに対象者を精神障害者に限定して診断名をお聞きしていて、

その上の項目は身体障害者手帳をお持ちの方に障害名をというようなことになっていま

す。確かに愛の手帳をお持ちの方についてのそういった疾病等についての確認というと

ころが抜けているというご指摘だったと思いますので、貴重なご意見ありがとうござい

ます。今後検討してまいりたいと考えてございます。

○小澤部会長

基本的には、それぞれ聞かれても良いかなと思いますので。１つだけ除く必要性とい

うのは、さしてないかなと私も思いましたので、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、上西委員。

○上西委員

本当にこだわらなくても良いようなネーミングのところで申し訳ないのですけれど

も、大人のほうは障害者調査になっていて、子どものほうは発達支援等調査ということ

になっていますけれども、これは発達支援だけが前に出ているようなイメージを持ちま

して、中の項目的には身体の方も知的の方も、皆さん子ども向けの調査というふうに見

たときにわかるようなネーミングに変えるわけにはいかないのか。それとも、これは国

のほうとか、都のほうで決められているネーミングなのかというのも教えていただけれ

ばと思います。

○小澤部会長

よろしいですか。よろしくお願いします。

○中村子ども特別支援課長
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上西委員のおっしゃるとおり、中身としては障害児の調査です。「障害児」という文

字が、かなりインパクトがあります。例えば実際にサービスを利用したり支援を利用さ

れている方の中にも、いや、うちの子は障害児ではないということで、言葉によって非

常に抵抗感が強いということがありまして、担当といたしましては、できる限り障害児

と言わず、ほかの言葉で置き換えられるものについては置き換えるようにしております。

例えば係名なども、障害児支援の担当の係なのですけれども、「子ども発達支援係」

です。そういった、もう名乗っただけで、見ただけで拒絶されるということが実際起こ

っていますので、そういうところを避けるためにこのような表現とさせていただいてお

ります。

○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。そういう配慮事項ということではありますけれども、場合によ

ってはいろいろな角度でご意見をお伺いして、総合的に判断していただいても良いかな

と思います。人によってはすごく気にされる方もいるし、人によっては発達支援という

のはすごく幅広い表現なので、かえって誤解を招く可能性もあるということですので、

意見も含めて、またその整理で検討していただけたらと思いますが、よろしいでしょう

か。ありがとうございました。

そうしましたら、この後、条例のご意見をお伺いするということが残っておりますの

で、また後ででも結構です。それから、多分１１月２５日までこれを持ち帰っていただ

くと、またいろいろとお気づきになることが多々あると思うんですね。

それと、私も冒頭で申し上げたのは、実は、事務局の方に申し上げていたのですが、

第６期障害福祉計画の策定指針がまだ出ていないんですね。したがって、このデータを

次の第６期障害福祉計画に生かすということになってくると、やはり第５期障害福祉計

画でどのような重点施策が打たれるかということが結構重要事項になってくるんですね。

ただ、時期を考えると、今の段階で質問紙調査を作成しておかないと、非常に難しいと

いうようなこともございますので、またご覧になっていただいて、ぜひ現在の状況を踏

まえて、こういった項目がさらに必要じゃないかとか、あるいは表現に関しては、先ほ

ど表現のご意見、ご質問も出ましたけれども、わかりにくかったり、それからあとは、

先ほどの回収率の議論ではないのですけれども、量が分厚くなってしまうということも

本当は避けないといけないんだろうと思います。そんなことも含めまして、単に質問項

目以外のことでもいろいろと多岐にわたってご意見を出していただくと、事務局として

は参考にできるかな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。

その上で次に進みます。これは、冒頭で申し上げましたように、全て報告案件になっ

ていますが、１から４が審議案件という扱いをさせていただきまして、５番目は条例の

議論ですので、はっきり言いまして必ずしもここの審議会で検討するということではな

いのですけれども、非常に重要な報告事項ということで、今後、パブリックコメントや

その他、予定されているということでございますので、報告事項ですけれども、審議会

としても一応意見を出していただくというのが本日の中身だと思います。よろしいでし

ょうか。

そうしましたら、ご説明を事務局のほうでよろしくお願いいたします。

○河村障害福祉課長

資料５をご覧ください。中野区では、（仮称）中野区手話言語条例の制定について、現
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在検討をしております。手話は、それを必要とする聴覚障害者が日常生活及び社会生活

を営む上で使用している言語であり、独自の文法体系を有するものでございます。障害

者の権利に関する条約や、障害者基本法においても手話が言語として位置づけられてご

ざいます。

しかし、手話が言語であることの理解が十分ではないことから、区は手話が言語であ

ることの理解を促進するため、（仮称）中野区手話言語条例についての検討を進めてござ

います。

「条例の考え方」についてでございます。手話についての理解を促進することに関す

る基本理念を定めるとともに、区の責務並びに区民並びに事業者の役割を明らかにし、

もって手話が言語であることの理解を促進することを目的としてございます。

「条例に盛り込むべき項目」でございます。①前文、②目的、③基本理念、④区の責

務、⑤区民の役割、⑥事業者の役割ということでございまして、詳細は裏面についてお

りますけれども、別添の資料となります。こちらについては、お時間もありますので、

全てのご説明はなかなか難しいところですが、前文のところで先ほどご説明をしました

ように、手話が言語であるという位置づけがされてはおりますが、なかなかそういった

理解が進んでいないというところで、条例を制定したいというふうに考えております。

「目的」についてですが、区、区民、事業者の三者が共通の認識を持つことが必要だ

ということで、考えております。

「基本理念」としましては、日常生活や社会生活を送る上で手話を使用している聴覚

障害のある方の意思疎通の権利を守る、障害者の方の意思疎通の権利を守ることの認識

を大事にしたいというようなことが書かれてございます。

「区の責務」としましては、区民の皆様の理解を促すことですとか、区の施策のほう

の、例えば手話通訳者の方などと協力していくというようなことがございます。

そのほか、「区民の役割」としましては、区の施策に協力していただくようなこと、ま

た「事業者の役割」としましては、例えばそういった聴覚障害の方がさまざまな事業者

を利用する場合に、配慮していただくというようなことを明確にしてまいりたいと思っ

ております。

表面に戻っていただきまして、「意見交換会の実施」というところにつきましては、実

は先日３回、意見交換会を実施しまして、９３名の方に参加をいただいたところでござ

います。さまざまなご意見をいただいたところでございますので、そちらと、あとは１

２月下旬からパブリックコメントを実施いたしますので、そういったご意見を踏まえて、

来年の第１回定例会で条例案を提出したいと考えております。

続きまして、資料６をご覧ください。こちらは「（仮称）中野区障害者の多様な意思疎

通の促進に関する条例について」ということで、区が平成３０年４月に中野区ユニバー

サルデザイン推進条例を施行して、全ての人が自らの意思により自立して活動し、自己

実現できる環境を段階的かつ継続的に整備することとしております。このことから、全

ての方が障害の有無に分け隔てられることなく情報を取得し、意思疎通を行うことので

きる環境を整備しなければならない。これらを踏まえて、（仮称）中野区障害者の多様な

意思疎通の促進に関する条例の検討を進めている、ということでございます。

「条例の考え方」につきましては、今のご説明と重なるところもあるのですけれども、

先ほどの手話言語条例については、まずは手話は言語であるということを認識していた

だくと。それを踏まえて理解を促進していくということでございまして、こちらは中野

区障害者の多様な意思疎通の促進に関する条例では、意思疎通に関しての促進を図って

いくというようなことでのすみ分けをしてございます。

「条例に盛り込むべき項目」としては、同じようなところになっておりまして、１ペ

ージおめくりいただきますと、「条例の考え方」ということで詳細を記載させていただい
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ております。

「前文」の辺りは、先ほどユニバーサルデザイン推進条例のことをご説明させていた

だきましたけれども、これは障害のある方を含めて全ての区民というふうなことになっ

ておりますので、そこからさらに障害のある方の多様な意思疎通促進を図るために条例

にするというようなことが書かれてございます。

「目的」としましては、ここは手話言語条例と重なる部分もありますけれども、区と

区民、事業者の三者が協力することが重要というようなことが中身になっております。

「定義」なのですけれども、ここでは「障害者」とはということと、「意思疎通の手段」

ということを定義づけさせていただいておりまして、障害者とは、身体障害、知的障害、

精神障害、発達障害、難病その他というようなことで、社会的障壁を継続的に受けてい

る方というふうな位置づけをしてございますのと、あと、意思疎通の手段としては手話、

要約筆記、点字、筆談等々、これらを意思疎通の手段というふうに定義づけております。

「基本理念」としましては、条例の目的を達成するために、意思疎通が困難な障害者

の方に、必要な手段が確保できる環境を整備していきたいと考えておりまして、次のペ

ージをおめくりいただきまして、それぞれ「区の責務」「区民の役割」「事業者の役割」

というものを位置づけております。

最後に、次のページ、「施策の推進の基本方針」ということで、施策のことをうたわせ

ていただいておりますけれども、まずは多様な意思疎通手段に関する理解の促進に関す

る施策、あとは多様な意思疎通手段が容易に利用できる環境整備に関する施策、意思疎

通支援者の養成に関する施策、その他、この条例の目的を達成するために区長が必要と

認める施策というようなことを挙げておりまして、区は障害者基本法と、区が策定する

計画及び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の規定において

定める計画で、基本的な方針を定めるものというふうにしております。

ご説明は以上となります。

○小澤部会長

ありがとうございました。現在、区のほうで検討を進めている条例が２件ほどござい

まして、その２件は非常に近い中身を持ってはおります。もちろん、厳密には違うもの

ではあるのですけれども、いずれにしても現在、意見交換を行って、そして最終的に１

２月の上旬に議会に報告し、１２月下旬にはパブリックコメントという流れの中で、議

会に条例案を提出するという方向性であります。そうは言いましても意見を求める場が

必要ということでございましたので、その間にこちらの健康福祉審議会として、あくま

でこれは意見を出していただいて、それが反映するかどうかは別に、基本的に必ずしも

審議事項ではないので別物ですけれども、意見としては非常に大事なところになるかと

思いますので、よろしくお願いしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。

はい。どうぞ、相澤委員。

○相澤委員

意見ではないのですけれども、先ほど意見交換会で９３名の方の出席があったという

ことなのですが、どのような意見が出された場なのでしょうか。支障のない範囲で教え

てください。

○河村障害福祉課長

多くは、やはり聴覚障害のある方のご参加が一番多かったかなというふうには思って

おりますので、まずは手話が言語であるというところの表記について、さまざまなご意

見をいただいたというところと、あとはやはり施策についてのご意見で、日常的に手話
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が使えるような環境を整備してほしいというようなお話ですとか、今、区で行っている

手話講習会というのは、手話通訳さんを養成するような非常にレベルの高い講座なんで

すね。そういったものではなくて、もっと一般の方にも手話を使っていただけるような

講座を設けてもらえないかとか、そういうようなご意見をいただいたりしております。

あとは、そのほか聴覚障害の方にかかわらずというところでは、視覚障害の支援者の

方もお越しいただいたところでございますけれども、区から何かお知らせが来たけれど

も、通知に点字がないので何が来たかわからないということがあるというようなご意見

をいただきました。一応、点字のプリンタが障害福祉課にあるので全庁に向けてご活用

いただくように周知はしているのですけれども、そこが徹底しきれていないので、そう

いったご迷惑をおかけしてしまうというようなことも、生のお声で伺ったようなところ

がございます。

○相澤委員

どうもありがとうございます。

○小澤部会長

ありがとうございました。視覚障害の方も参加されていたということですけれども、

最近、ホームページとか、そういうインターネットでもう済んでしまうというような情

報提供の仕方というのが非常に多くなっているので、これは手話とか、あるいは次の資

料６に関係するのでしょうけれども、多様な意思疎通という。最近は文字データでの告

知とか通知が非常に多いので、これはやはり視覚障害の方は大変だろうと推測しますの

で、そんなことも含めて、今後意見交換のときに、視覚障害の方も含めて幅広く呼びか

けていただくと良いのではないかと思いました。ぜひよろしくお願いします。

ほかに、いかがでしょうか。

はい。どうぞ、中村委員。

○中村委員

手話に関しては、言語というふうに位置づけられるわけですから、区民の皆さんで手

話をご存じない方はそうはいらっしゃらないと思うのだけれども、会話ができる人は非

常に少ないだろうと思うんですよね。区民の皆さんに手話は言語ですと言ったところで、

うん？という感じだろうと思うんですよね。スムーズに受け入れることは非常に難しい

と思うので、可能であれば、私は学校教育の中に取り入れてほしいです。今、英会話の

教育が少しずつ時間を取られるようになってきて、グローバルな人たちを育てようとい

うことがあります。同時に、手話についても、充分に会話ができるまでではなくても、

例えば、あいうえおぐらいは学校教育、小さい義務教育の中で週に１時間でも２時間で

も取って、手話を少し学ぶというような教育を入れたら、少し広がっていくのではない

かと。１０年先には、中には興味を持って手話通訳の専門職に就かれる方も増えていく

だろうと思うんですよね。

それと同じように、意思疎通の促進に関しても、いわゆる意思疎通の手段というのは、

手話以外にいろいろな方法があるわけです。これも、頭ごなしに障害分野でこういうも

のが必要ですよということではなくて、こういうコミュニケーションのツールがあると

いうことで、教育の中に生きる術として、障害のある人たちだけではなくて、そういう

ことに配慮するという教育を少し考えていただけると、広がっていくのではないかと思

いました。

○小澤部会長
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ありがとうございました。貴重なご提案ですが、やはり教育の中でどのように、こう

いうことを理解啓発していくのかというのが先ほどの計画の報告の中にございましたけ

れども、その辺りをぜひ検討していただくと良いかなというご意見だったのですが、事

務局、もし何かコメントがあればお願いします。

○河村障害福祉課長

今まさにご指摘いただいたところを意見交換会でも伺ったところです。学校教育の所

管のほうにも、そういったことはお伝えしてはあるのですけれども、学校教育というの

は学習指導要領に基づいて、教科のコマ数が非常に厳密に決まっていたりという中で、

やはり手話そのものを即、学校教育に取り入れるということは、なかなかハードルが高

いようではあるのですけれども、例えば、国語の授業ですとか、総合の学習の授業を使

って、小学校の４年生とか５年生とおっしゃいましたか、障害を理解する時間というの

があるそうなんです。そういった中で、例えば手話を取り入れるというようなことは可

能だというようなお話は伺ったところです。今回の意見交換会でも、もっと小さいうち

から慣れ親しんだほうが良いというようなお話もいただいたので、そういったことでも

教育というレベルまでいかないかもしれないのですけれども、もう身近なもので、少し

あいさつぐらいお子さんができたりとか、そんなことも考えていけたら良いなと思って

おります。

○小澤部会長

ありがとうございました。意見交換会、そして本日のこういう健康福祉審議会障害部

会でも、意見がいろいろ出てくれば、これがある種、極めて重要な今後の行政の条例の

ありようにつながっていきますので、教育との関係、ご意見が出ておりますので、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。よろしいでしょうか。

これはパブリックコメントもございますので、本日はあくまで健康福祉審議会の障害

部会としての意見、したがって議事録にもちゃんと反映します。ただ、さらにこういう

ことはどうだろうかとか、こういうことを考えてみてほしいということでございました

ら、委員の皆様はもう十分権限はお持ちですので、１２月下旬のパブリックコメントの

際にいろいろな意見を出していただくことは全然支障がないことでございます。

事務局に確認したいのですけれども、大丈夫ですよね。パブリックコメントというの

は、受付期間に仮に委員であるか否かとは関係なく、どなたでも必要に応じて、一区民

としてのご意見を出していただくか、あるいは区に関係するものとしてのご意見を出し

ていただくということでございますので、ぜひ。この審議会としては多分、１２月下旬

までに開催ということは普通に考えるとないのではないかと思いますので、パブリック

コメントで大いに、またこの後お気づきの点がございましたら意見を出していただけた

ら大変ありがたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。よろしいでしょ

うか。

そうしましたら、先ほどの質問やその他で追加質問とかがもしあれば、１、２ぐらい

の時間はまだ若干ありますが、大丈夫でしょうか。アンケートに関しては、１１月２５

日までにご意見を。それから基本的には、計画の進捗状況に関しましてはこの会議以降、

これは適宜、別に締切はございませんので、何かわからない点、ご不明な点、あるいは

要望、意見、いろいろ出していただけますと、もうすぐ次年度に差し迫っていますので、

今後の第６期障害福祉計画、第２期障害児福祉計画の策定に相当反映しなければいけな

いと思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。

そうしましたら、以上で本日用意した議題が終了になります。引き続き、私のほうで

締めくくりのあいさつということでよろしいですかね。私は冒頭でも一部あいさつをし、
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本当は締めくくりのあいさつは副委員長の本名委員にと思ったのですけれども、本名委

員がいらっしゃらないので。締めくくりという程度のことでもないのですが、いろいろ

と第６期障害福祉計画、次年度のことなのですけれども、多分いろいろな動きがあるの

かなと私は理解しております。特に、地域生活支援拠点がこの第５期障害福祉計画のか

なり重要事項ということでございますので、その整備に中野区として取り組んでいただ

きたいと思いつつも、先ほどの報告で結構深刻だなと思ったのが、江古田三丁目の話の

進展とかですね。そういった問題も含めると、これはやはり地域課題として、確かに計

画というのはあくまでプランの数値の問題だけではなく、具体的にどこで何をするかと

いうのが問われます。江古田三丁目の件がかなり具体的に記載されていますので、この

辺りをきっちりと改善し、解決していかないと、この第５期障害福祉計画でもかなり重

要事項になっておりますので、ぜひ、これは事務局も含め行政の方々、委員の皆さんも、

もし必要があればいろいろご尽力していただけたらと思った次第です。

その上で、多分第６期障害福祉計画、第２期障害児福祉計画の策定指針がまた国から

示されて、先ほど言いましたように、それに向けて変更とか再検討とかいろいろな仕組

みが出てくると思いますので、やはり中野区ならではの計画ということで推進していた

だけたらと思います。

もう１点は、今回の健康福祉審議会のこととはストレートに結びつく話ではないので

すが、この間、中野区の基本計画というかマスタープランの検討ということで、新区長

のもとでいろいろと答申を作成していただいたといういきさつがございます。実は今日

メールをのぞいておりましたら区のほうからホームページで見ると出てくると来ていま

したので、確かにそのホームページを見れば良いのですけれども、健康福祉審議会の委

員の皆さんですので、ぜひ答申を送っていただくか何か、対応していただきますとあり

がたいです。少なくとも私は手元にありますから大丈夫ですけれども、委員の皆さんに

お願いします。

そんなところで、審議された中身が、かなり従来の行政計画とは色彩が異になってお

りまして、住民参加といったところ、あるいは住民の主体性みたいなところがかなり強

調されておりますので、それと含めて、この後の第６期障害福祉計画、第２期障害児福

祉計画の策定に臨んでいただくと大変ありがたいと思っておりますので、事務局のほう

から委員の皆様に、また何らかの資料提供などありましたらよろしくお願いしたいとい

うところです。

以上で、私のほうの締めくくりのあいさつとさせていただきたいと思います。

そうしましたら、ここまでで一応、事務局のほうにマイクをお返しするという形でよ

ろしいでしょうか。よろしくお願いします。

○河村障害福祉課長

では、私のほうからも最後に一言ごあいさつを申し上げたいと思います。本日はお忙

しい中、皆様の貴重な夜間のお時間にお集まりいただきまして、ありがとうございまし

た。

先ほど、意見交換会のご意見もご紹介をさせていただいたところではあるのですけれ

ども、本日もさまざま皆様からご意見をいただきまして、本当に参考になったと思って

います。当事者の方ですとか支援者の方の生のお声を聞いていくということが、やはり

一番大事なんだというふうに感じております。

私どもの計画も、やはりなかなか思うように進まないところがありまして、苦戦をし

ておりまして、先ほどお話にもありました江古田三丁目ですとか地域生活支援拠点です

とか、あと、今日はあまりお話が出ておりませんでしたが相談支援の体制ですとか、や

はり課題がさまざまあるというふうに思っております。
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ただ、皆様からのご意見をいただいて、それを１つ１つ前向きに検討して進めていく

ことが、障害者も含めた地域包括ケアの推進ということにつながっていくんだろうなと

思っておりますし、今、小澤部会長のほうからお話がございましたように、今、区も過

渡期に来ているといいますか、新たな基本構想というのを掲げまして、また大きく方向

性を示していくというようなところでもございますので、今後も皆様に貴重なご意見を

いただきながら、施策を展開してまいりたいと思っておりますので、今後ともどうぞよ

ろしくお願いいたします。ありがとうございます。

○事務局

それでは引き続き、事務局から２点ばかり事務連絡をさせていただきたいと思います。

もし住所に変更のあった委員の方がいらっしゃいましたら、お手数ですが、机上の住

所変更届にご記入いただき、事務局までお渡しくださるようお願いいたします。

次に、本日、お車でいらっしゃった方がおりましたら、１階の障害福祉課のほうで駐

車券の処理をしますので、部会の終了後に受付までお申し出ください。

事務連絡は以上となります。

○小澤部会長

では、本日、これで終了になります。どうも皆さん、ありがとうございました。

──了──


