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平成 29 年度 第 3 回東京都北区自立支援協議会要旨録 

時 平成 30 年 2 月 9 日（金） 

場所 第１庁舎４階 第２委員会室 

出席者 ［委員］（敬称略・順不同） 

川村匡由、井上良子、田中淳子、大八木剛、熊澤眞砂子、小宮榮次 

鈴木千栄子、吉田耕一、山下和子、高田裕司、岸本高明、小田政利 

竹内文香、横手美幸、島田富一郎、須賀田元彦、松井裕、伏見可奈子 

木村理恵、小島靖子、永沼かつゆき、山崎たい子、窪田禎司 

都築寿満、菊池誠樹、滝澤麻子 

（欠席 堀江まゆみ、中野宰至、高木明子） 

［事務局］ 

田中障害福祉課長、菊池障害福祉係長、干台王子障害相談係長 

内山赤羽障害相談係長、北岡王子障害相談係主査 

藤波王子障害相談係主査、守屋障害福祉係主査 

次第 １．開会 

２．議事 

（１）パブリックコメントの実施結果について（資料１） 

（２）第５期北区障害福祉計画・第１期北区障害児福祉計画について

（資料 2） 

（３）その他 

①東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例（仮称）

の構成と基本的な考え方について（資料3） 

②北区における障害者虐待の現況について（資料 4） 

（４）今後の予定 

３．閉会 

資料 （資料１）第５期北区障害福祉計画・第１期北区障害児福祉計画「中間のまとめ」に

関するパブリックコメント実施結果と区の考え方について（案） 

（資料２）第５期北区障害福祉計画・第１期北区障害児福祉計画（案） 

（資料３）東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例（仮称）の構

成と基本的な考え方について 

（資料４）平成２９年度北区における障害者虐待の現況 

要旨 

１．開会 

●事務局より資料確認 

●会長より挨拶及び開会宣言 

２．議事 

（１）パブリックコメントの実施結果について 

●事務局より資料説明 

委 員：企業側が障害特性を理解すれば、重度の障害を持った方でも一般就労
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ができると思います。就労継続支援Ａ型事業所は運営が厳しくなって

いますが、区からの補助金や優先調達などがあればと思います。また、

就労継続支援Ｂ型事業所で生きがいを持って働いている方も知ってい

ます。工賃が上げられる仕組みが必要だと思います。ハローワークや

就労支援センター、各就労支援事業所が集まり、話し合う場があれば

と思います。地域生活部会に携わらせていただきましたが、就労部会

があればよいと思います。 

会 長：事務局いかがですか。 

事務局：貴重なご意見ありがとうございます。障害福祉計画は事業計画として

の位置づけですので、ただいまのご意見は障害者計画に関連して検討

させていただきたいと思います。 

委 員：就労支援に関することも、パブリックコメントの中からたくさんご意

見が出ていました。先日、滋賀県の湖南市に視察に行ってきました。

湖南市は全国に先駆けた先進的な取り組みを行っており、発達支援シ

ステムというものを行っています。生まれてから就労されるまで、行

政が保健、福祉、教育、就労と横断的に関わって一人ひとりの個別支

援計画を作っていくというものです。就労というものは、従来、企業

の雇用、障害者の方々の作業所、教育分野の研修などそれぞれ分かれ

ていたものを情報の一元化をして、自治体の方で障害者の方の就労情

報センターというものを設置し、そこにハローワークの端末まで持ち

込んで、企業の情報も収集させて一人ひとりにきめ細かく対応されて

います。それを中心に担っているところが、実は産業振興課だったの

です。区のパブリックコメントに対する考え方で、関係機関と連携し

一般就労、職場定着に努めていくというふうにありますが、具体的に

民間に委託して就労支援センターを運営していますが、そこの仕事が

本当に大変な状況なので、体制強化を是非お願いしたい。合わせて、

産業振興課と連携することで就労を活発にできるような支援ができる

のではないかと思います。就労継続支援についても、湖南市は大きな

企業と作業所の人たちと共同受注で仕事を発注してもらう仕組みがあ

り、その中で色んな人同士の出会いがあったり、雇用の場でこのよう

な繋がりもできるのだなと思いました。 

事務局：まず、就労支援センター北への支援ですが、平成３０年４月からの法

定雇用率の引き上げを見据えて、民間企業からの問い合わせ等が増え

ており、多忙となっています。こうしたことから、昨年６月に補正予

算を承認していただき、人件費の増、常勤職員１名増等、強化に努め

てまいりました。今後も稼働状況などを考慮し、必要な支援をしてい
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きたいと考えています。 

    次に産業振興課との連携ですが、昨年、直接の連携ではないのですが、

企業側から見た障害者の就労というものを考えてみたいということ

で、社会保険労務士の方に来ていただいて講演会を実施しています。

来年度は、未定ですが産業振興課と合同で一般企業向けの障害者雇用

に関する勉強会ができたらと模索しているところです。また、北区で

は優先調達については清掃事業が 1300 万円程度でしょうか、物品の

調達が 140 万円位など、毎年増えている状況です。共同受注について

ですが、Ｂ型の作業所ですけれども、作業所連絡会というものを設け

ており、定期的な会合をもっています。5、6 万件の軽作業ですが、連

絡会の中で分け合って現在行っています。今後も連絡会を十分活用し

ていきたいと考えています。 

委 員：今の答弁に関連し、取り組みを紹介させていただきます。まだまだ、

就労支援について行政側は工夫が必要だと思いますが、他課との連携

ということで、一例です。一昨日、雇用問題連絡会議に出席してまい

りました。東京都の労働局、ハローワークと北区の産業振興課が連携

し、年間２回会議を行っていまして、障害者の法定雇用率が上がって

いくことや高齢者の就労を求めていくということを協議しています。

本日の会議内容等につきましても、今後、会議に報告していきたいと

思います。 

委 員：障害者の法定雇用率が 2.3％となる中で、就労支援センター北には企

業から問い合わせが増えています。働ける方はいませんか、と聞かれ

るのですが、就労継続支援Ａ型、Ｂ型から出ていただかないと見えな

いのです。いませんと言うしかない状況です。Ｂ型事業者の利用者が

ゆっくり利用するのも一つですが、働いてみようと、一般就労して上

手くいかなかったら事業所に戻るにしても、一般就労に挑戦しようと

する流れを作らない限りは出てこないのです。しかし、Ｂ型事業所な

どでは、先ほどの優先調達の関係もあり、仕事ができる人に出て行か

れると困ってしまうという、まったく逆の状況です。共同受注や優先

調達も重要ですが、頑張って一般就労してみようという流れを作業所

の方も一緒に作り、その人を支えることが就労支援センターの役割だ

と思うのです。 

事務局：その通りだと思っています。Ｂ型は一般就労できない福祉型の事業所

だと思っている方が多くいらっしゃると思いますが、Ｂ型事業所の最

終目標は一般就労だと思っています。昨年、Ｂ型事業所から一般就労

した方が３人いらっしゃるのです。作業所連絡会の研修などを通し、
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意識の改革も図ってまいりたいと思っています。 

会 長：ありがとうございました。本当に当事者、事業所、行政ともに一般就

労や地域移行など、向かう方向性は同じですから、ともに頑張ってい

ければと思います。 

委 員：パブリックコメントの福祉人材に関することで、福祉人材の処遇改善

以外にも考えていただけたらと思います。 

委 員：居住・生活相談に関わることですが、地域移行が大切になってくる中

で、地域に暮らすのに住むところを見つけるのが大変だという声があ

ります。区はこれから住宅セーフティネット法の改正に合わせ、仕組

みを構築していくということなので、並行してどうやって住宅等を確

保していくのかが課題になってくると思いますが、このあたりの記述

はどうでしょうか。また、重度の子を持つ親御さんから短期入所、緊

急一時を充実してほしいという意見がありますが、区の回答が確保に

努めるとなっていて、増えると捉えてよいのでしょうか。 

事務局：今後、居住支援協議会を立ち上げる予定となっていますので、そうい

った場を活用し、居住の場の確保に努めていきたいと考えています。

また、短期入所につきましては、緊急一時保護枠が少ないという認識

のもと確保に努めています。区では平成２７年度、区有地を活用した

グループホームの公募を行いまして、その際に公募の要件として、短

期入所を２床整備するとしています。現在も滝野川三丁目障害者グル

ープホームの整備を進めているところですが、ここでも２床は確保し

たいと思っています。その後、区が法人と緊急一時の受け入れについ

て契約することで緊急一時保護枠の確保に努めていくという方針で

す。 

会 長：ありがとうございました。他にもご意見があるかと思いますが、議事

を進行したいと思います。 

（２）第５期北区障害福祉計画・第１期北区障害児福祉計画について 

●事務局より資料説明 

会 長：計画案につきましては、各委員に事前に送付されていると思います。

ご質問やご意見等ありましたらお願いします。 

委 員：Ｐ.22 相談支援体制の充実のところですが、滝野川地域障害者相談支

援センターの実績のみ出ているので、他の実績も掲載できればイメー

ジが付きやすいのではないかと思います。Ｐ.67 の地域活動支援セン

ターですが、登録者数しか出ていないので、相談件数や来所者数など

を掲載できればと思います。Ｐ.29 精神障害者にも対応した地域包括

ケアシステムの構築の部分、北区地域精神保健医療福祉連絡協議会に
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おいて協議すると記載がありますが、この協議会は年１回の開催でき

ていると思うのです。ここだけで決定する訳ではなく、部会などを設

置して検討していくのではないかと思っていますが、民間事業者も参

加し、協力できたらよいと思います。Ｐ.53 相談支援の部分です。計

画相談の件数が平成 32 年度は約 2 倍になっています。自分も計画相

談の専門員として従事していますが、一人 80 件以上受け持ったり、

多くの数字を持っている中で、3 年後に 2 倍になるためには、何か手

立てがあるのかと。そんなに簡単なものではないと。行政任せにせず、

民間と連携していければと思います。 

会 長：ありがとうございました。事務局からいかがですか。 

事務局：計画の掲載については検討させていただきます。北区地域精神保健医

療福祉連絡協議会の部会については、当然本体だけでは深い議論がで

きないと思いますので、体制の在り方については検討していく必要が

あると思います。計画相談ですが、北区はプラン作成率 100％にはな

っているのですが、そのうちの 26％はまだセルフプランです。セルフ

プランですと緊急事態に対応しかねることもありますので、計画相談

支援に移行していきたいということ。また、計画相談のモニタリング

期間がこれまでの 6 か月で 1 回、また介護保険と違い報酬が出ないの

で成り手がいなかったというのはありますが、今回の報酬改定の中で

モニタリングが 3 ヶ月に 1 回、報酬改定の影響によるものと見込んで、

数値の伸びを見込ませていただいたというところです。 

委 員：Ｐ.51 に関連して。滝野川に重度のグループホームができると期待し

ている人がいると思いますが、中軽度のグループホームとして作った

けど、10 年住んだら 10 歳年を取る訳です。60 から 70 歳を超える

人が増えてきていますので、医者に、いつ何かあってもおかしくない

ですよと言われている人がいる。そういった、高齢化して状況が変わ

ってきたグループホームに対する支援などは考えているのでしょう

か。 

事務局：今回の報酬改定の中で、障害者の高齢化、重度化に対する新たな援助、

日中支援加算ができるというのが一つ。高齢化したグループホームは

そちらの方にシフトしていく。また、東京都の施設整備費補助につい

ても重度に対応した新基準が出てきています。こうした制度改正等を

踏まえながら、10 年、20 年と状況が変わるグループホームに対応し

ていく必要があると思います。 

委 員：Ｐ.49 医療型短期入所ですが、北療育医療センターは東京都の施設な

ので。重度の医療的ケアの必要がある子の親御さんは預け先がないと
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聞いていますので、北区独自の施設が必要だという考え方にならない

のかと。また、生活の場であるグループホームに短期入所、緊急一時

を設けるのは一つの案であるとは思いますが、生活をしている人が

日々違う人が居住空間に入ってくることがよいのかということ。職員

が 24 時間居るからって、職員もそんなに暇じゃないのです。あるも

ので何とかするという考え方もよいのですが。また、本当の緊急時は

日中活動の場による緊急一時保護が必要になる訳で、そのあたりの考

えがどうなのかと思います。 

事務局：医療的ケアに対応できる短期入所について、今の時点でお約束できる

ことではないのですが、滝野川三丁目に公募しているグループホーム

に併設する短期入所では、重度の対応を公募の条件に入れており、医

療的ケアも可能としていますので、こちらでの対応が可能になるので

はないかと考えています。通所施設での一時預かりというご意見です

が、職員の配置などの問題で、今の時点では対応が難しいと思ってい

ます。ただし、短期入所は足りていないという認識でいますので、グ

ループホームに併設することも取り組んでいますが、ブリックさんの

ように短期入所のみで運営していただいている事業者もあります。先

ほど、東京都の重度対応加算等について説明しましたが、短期入所も

同様です。民間の誘致を進めていけるよう、東京都、北区の補助など

を活用し、誘致に努めていきたいと思います。 

会 長：財政事情や様々な条件の中で、区も努力していただいていると思いま

す。ご提案いただいた計画に関するご意見等につきましては、事務局

と精査させていただき、計画策定についてはお任せいただくというこ

とでよろしいでしょうか。 

委 員：～了承～ 

会 長：ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。 

    次はその他の議題になりますが、合わせてご説明をお願いします。 

（３）その他 

①東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例（仮称）の構成

と基本的な考え方について 

②北区における障害者虐待の現況について 

●事務局より資料説明 

会 長：障害者の虐待の状況で、前年度より件数が減っていると。これは何か

背景などありますか。 

事務局：毎年、高齢福祉課と合同で高齢者・障害者虐待防止講演会を区民向け

に行っていますので、そういった成果もあるのではないかと思います。

会 長：ありがとうございました。みなさまからはいかがでしょうか。 

委 員：虐待を受けた人の年齢で、最小年齢をお伺いしたいのですが。 

事務局：虐待を受けた方の最小年齢は 19 歳です。 

委 員：分かりました。訪問看護を行っていると、小さいお子さんも虐待の関

係で依頼を受けることがあります。障害ではなく児相の扱いになって

しまうのですが、障害は早いのですが、児相の扱いはスピード感が違

うように感じたので伺いました。 
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委 員：ハローワークでは北区を通して上がってきた虐待案件は 1 件でした。

区の窓口に相談されてから、手元に書類が届くまで 2 カ月くらいかか

っています。そこから会社に調査に入って、会社は虐待と認めなかっ

たという案件がありました。 

会 長：次第にはありませんけれども、前回の自立支援協議会開催後に、相談

支援部会長より「より踏み込んだ議論ができる、ワーキンググループ

を立ち上げたい。」とのご意見がありました。何かこの場でご説明でき

ることがありましたらどうぞ。 

委 員：前回の自立支援協議会後に会長に相談させていただいて、試行的に、

相談支援部会に関連するワーキンググループを実施しました。参加者

は相談支援専門員やグループホームの職員、区の保健師等です。知的、

身体、精神の三障害に関わっています。8 月から 9 月頃、行政と一緒

に研修に行くことがありまして、そのメンバーでもっと深く議論でき

たらよいという目的から始まっています。相談支援部会に、地域で起

こっていることや、個別の課題になることを挙げていって、それが自

立支援協議会で話し合われるようになればよい、なれないだろうかと

いう思いで始めました。障害福祉課とも相談させていただきました。

北区には、相談支援事業所連絡会というのがあり、そこが現場に近い

人たちの構成なので、その方たちの参加している連絡会と相談支援部

会が繋がりをもって、地域の課題、個別の課題を区の課題で終わらせ

ずに、地域で解決できることはないかなど、専門部会で話し合いを行

い、協議会でも協議できるようにしたいという提案です。 

会 長：ありがとうございました。大変意欲的なご提案だと思います。事務局

の方はいかがでしょうか。 

事務局：非常に積極的なご提案をありがとうございます。確かに現場で働く方々

のご意見は本当に貴重だと思っています。相談支援事業所連絡会は

様々な方が参加していますので、この意見をフィードバックしない手

はないと思います。また、就労支援部会の設置などのご意見をいただ

いたいている中で、就労支援連絡研修会を年 3 回程度実施しています。

そういったことも踏まえて、専門部会の在り方を整理させていただき

たいと思っています。 

会 長：ありがとうございます。事務局の提案ですがいかがでしょうか。 

委 員：考え方については一致しているところは多いと思います。専門部会の

中だけでは話しきれないことがたくさんあって、部会委員の中には現

場で働いていない方もいらっしゃる中では、現場で働いている方の声

を共有する場というのは必要だと思うので、是非、進めていただける
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ようにお願いいたします。 

会 長：ありがとうございました。事務局いかがでしょうか。 

事務局：なるべく早めに整理したいと思います。 

（４）今後の予定 

●事務局より説明 

３．閉会 

会 長：2 年間、本当にありがとうございました。計画の策定に関することや

様々な議論において、大変貴重なご意見をいただけたと思います。新

年度、事務局から委員の推薦がありましたら、是非快くお受けいただ

ければと思います。最後に、副会長からひと言お願いいたします。 

副会長：委員として皆様の意見を聞き、大変参考になりました。30 年度に策定

する計画は、区の問題点でもあると思うので、すぐに解決できるもの

ではないですが、計画に沿って施策を実行していってほしいと思いま

す。副会長として参加させていただき、本当にありがとうございまし

た。自分は副会長というより、障害を持って実際にサービスを利用す

る立場で、ヘルパー派遣という事業においても障害福祉サービスに関

わらせていただいています。人材不足というキーワードが本当に切実

で、身をもって感じています。バックアップしてもらえる人材すらい

ないのが現状です。短期入所の必要性ですが、本当に命に直結するこ

となので、区の整備を期待しています。 

    就労の話ですが、自分はこの体でもこうやって仕事をさせていただい

ています。お給料をもらうこともできています。障害があっても、働

ける人が増えていってほしいと切に願いますし、今日出てきた話はど

れも身に詰まる、切実なことだと思います。自立支援協議会が続いて

いく中で、具体的な問題点を挙げ、解決に向けてみんなで頑張ってい

ければと思います。関われるのであれば、自分も積極的に関わってい

きたいと思います。是非みなさん、引き続きよろしくお願いいたしま

す。 

会 長：ありがとうございました。最後になりますが、副会長の介助をしてく

ださった方、手話通訳の方、その他委員の介助をしてくださった方、

本当にお世話になりました。ありがとうございました。これで会議を

閉じます。お疲れ様でした。 

以上

 

 


