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平成 29 年度 第２回東京都北区自立支援協議会要旨録 

時 平成 29 年 10 月 19 日（木） 

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、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、高木明子、滝澤麻子 

（欠席 堀江まゆみ、小田政利、中野宰至） 

［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）第５期北区障害福祉計画・第１期北区障害児福祉計画（素案）

について（資料１～３） 

（２）今後のスケジュールについて（資料４） 

（３）その他 

①障害者差別解消法施行における北区の対応等について（資料５） 

②障害者差別解消法啓発事業の報告について（資料 6） 

③障害者グループホームの公募について（資料 7） 

（４）今後の予定 

３．閉会 

資料 （資料１）障害者総合支援法等の改正に伴う新サービス等について 

（資料２）第５期障害福祉計画・第１期障害児福祉計画：数値目標設定について 

の考え方 

（資料３）第５期北区障害福祉計画・第１期北区障害児福祉計画素案（別冊） 

（資料４）スケジュール 

（資料５）障害者差別解消法相談受付一覧表 

（資料６）健康福祉委員会資料（写） 

（資料７）健康福祉委員会資料（写） 

要旨 

１．開会 

●事務局より資料確認 

●会長より開会宣言 

２．議事 

（１）第５期北区障害福祉計画・第１期北区障害児福祉計画（素案）について 

●事務局より資料説明 



- 2 - 
 

委 員：地域生活を支援する新たなサービス、自立生活援助ができますが、一

番の課題はアパートを探す時に保証人が必要であったり、家賃の問題

があったりと大変ですが、都営住宅を優遇するということは考えられ

ないのでしょうか。 

会 長：大事なところですよね。事務局いかがですか。 

事務局：都営住宅は障害者の優先枠はあるのですが、たくさんある訳ではあり

ません。競争は激しいと聞いています。 

委 員：保証人がいない場合の支援の仕方はどのようなことが考えられますか。

事務局：高齢者住宅財団というものがあり、有料ですが家賃債務保証制度とい

うものがあります。住宅課等ではそちらを紹介しています。 

会 長：いずれにしても、民間と公営とあります。民間としては貸す方も補償

が必要なわけですから、誰がどのように代行したらよいかというのは

あります。東京都にも調整してもらえるよう、区も働きかけが必要で

すね。 

事務局：高齢者住宅財団、高齢者とつきますけれども、障害者も対象としてい

ます。65 歳以上でなくても大丈夫です。 

会 長：他区の場合のケースはどうなのでしょう。何か情報はありますか。 

事務局：特に情報はありませんが、成年後見人制度を利用するなどといったこ

とが考えられます。また、北区ではないですが、居住支援協議会の検

討は今後必要になってくると思います。 

会 長：いずれにしても、今後の大きな課題の一つだと思います。資料２の計

画数値の考え方についてはいかがですか。具体的には資料 3 の計画素

案に各サービスの見込み量が示されていますが。 

委 員：計画の中に精神障害者の幼少期に関する教育等は盛り込まれています

でしょうか。 

事務局：障害理解のための全体的な教育、体験等はあります。社会福祉協議会

でも体験学習の場の提供を行っています。 

委 員：学齢期を対象にした体験教育などは行っています。ボランティアもＮ

ＰＯボランティアプラザで行っていますが、社会福祉協議会でも数年

前から、主に小中学生を対象とした障害理解のための活動を進めてい

ます。 

会 長：今までは目に見える障害を対象とした支援が多かったと思いますが、

精神障害者への支援など、見落としてはいけないと思います。こちら

の計画には記載してあるのでしょうか。 

事務局：こちらは法定給付に関するサービスの見込量とその確保策を定める事

業計画ですので、そういった内容は障害者計画に記載してあります。 
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会 長：障害者計画、障害福祉計画、障害児福祉計画のリンク、関連性につい

てはどうでしょうか。 

委 員：当然密接に関連しています。相互関係は体系図にお示ししているとお

りです。 

会 長：次期改定は平成 33 年度になりますが、その時には「障害者総合福祉

計画」というように一本化し、整理してみるのもよいかと思います。 

委 員：私はグループホームに入っているのですが、この先もずっと入ってい

られるのでしょうか。 

委 員：補足させていただきます。歳を取ってきている仲間が多くなってきて

いる中で、看護婦さんもいないので不安になってきた部分があるのだ

と思います。また、スタッフが減ってきている現状で、この先もグル

ープホームに住めるのかという不安があるのだと思います。 

会 長：おっしゃるとおりですね。 

事務局：やはり高齢化に伴って障害の重度化があり、医療が必要になることは

十分考えられると思います。現行の基準では対応が難しいと思います。

特別養護老人ホームも、医療にはほとんど対応できていないのが現状

です。現在、国の方で重度対応型の障害者グループホームという構想

が上がっているようで、定員を 10 名程度から 20 名に拡大したり、

人員配置基準の見直しを検討しているようです。医療的ケアがどうな

るかも注視していかなくてなりません。 

会 長：計画素案にもあります、「地域共生社会の実現」に向けて高齢、介護、

障害と共生型サービスと言われていますが、アドバルーンを上げただ

けで、具体的な話はまだ一切出ていません。国のやる気を見ていかな

ければなりませんし、東京都はどうするのか、北区はどうか。北区独

自の施策をあげていかなければなりません。東京都の課題にもありま

すが、部屋は空いているけど待機者もいるという状況もありますし、

計画に沿って予算を取り、課題の解決に進んでいく必要があります。 

委 員：今の「共生型サービス」というもので、どこかモデル事業を実施して

いるところがあると聞いたことがあります。区ではこういった情報を

捉えていますか。 

会 長：ホームページ等で見られますね。首都圏でも取り組んでいるところが

あります。埼玉県の朝霞市でしょうか。ホームページを参考にしてみ

てください。 

委 員：共生ということで、高齢者も子どもも、障害者も一体となったまちづ

くりということだと思います。例えば高齢者の方が通所している施設

に保育園が隣接して一緒に活動ができるとか、具体的なイメージがな

いとなかなか難しいのかなと思います。 

    計画素案の児童発達支援の計画値 6.9 に対して、医療型児童発達支援

は 9.0 となっていますが、供給量として使い控えがあるということで

しょうか。 

事務局：医療型の方は北療育医療センターですが、非常に利用者が多く、利用

日数を少なくして多くの人に利用していただくということとしていま

す。 



- 4 - 
 

委 員：そうすると、利用する方のニーズ重視ということですね。医ケアが必

要な児童が 50 人とありますので、どれくらいそのサービスを使いた

いと願っているかということを書き込んでいただければと思います。 

事務局：50 人の方ですが、学齢前ですと 26 名、うち 10 人が北療育医療セン

ター、豊島区にありますヘレン巣鴨という保育施設に 2 人行っていま

す。荒川区のソレイユというところに 1 人ということで、13 人の行

先は認識していますが、残りの 13 人は在宅のケアになるのかと思い

ます。こうした見込量も計画に反映させていきたいと思います。 

会 長：先ほどの共生型サービスのモデル事業は、朝霞市ではなく和光市です

ね。 

事務局：それから三重県の四日市市ですね。地域の集い場や食の確保というこ

とで、北区でも実施している事業、ヴイ長屋という桐ケ丘の例に似て

います。 

（２）今後のスケジュールについて 

●事務局より資料説明 

会 長：計画の周知徹底ということで、ホームページや北区ニュースはもちろ

んのこと、区民を対象にした説明会、ワークショップのようなものを

開催してはと思いますが、いかがでしょうか。 

事務局：そういった取り組みも必要かとは思います。やり方等は今後検討した

いと思います。 

（３）その他 

①障害者差別解消法施行における北区の対応等について 

●事務局より資料説明 

会 長：民間の事例ですが、どこまで行政が立ち入れるかという問題もありま

す。指導権限がない、しかし話を聞いて啓発的に促すことも必要かと

思います。個人的な思想までは難しいと思います。 

②障害者差別解消法啓発事業の報告について 

●事務局より資料説明 

会 長：アニメ映画を使った啓発というのはグッドアイディアだったと思いま

す。北区内の学校の何パーセントくらいの参加があったかわかります

か。 

事務局：具体的な数は把握できていません。北区外の学校からも来ていますの

で。 

会 長：区外にはどのようにして広まったのでしょうか。 

事務局：北区ニュースや口コミ、ホームページではないかと思います。 

会 長：今後も工夫を重ねながら、継続していくことが大事だと思います。 
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③障害者グループホームの公募について 

●事務局より資料説明 

会 長：優先順位の高いところをケアしていくという区の積極的な姿勢が見え

ると思います。今後引き続き、北区自立支援協議会にも情報を提供し

ていただければと思います。 

    続いて、当日配布資料のクリーム色のチラシの説明をお願いします。 

当日配付資料：障害者・高齢者虐待防止啓発講演会について 

●事務局より資料説明 

（４）今後の予定 

●事務局より説明 

委 員：先ほどのグループホームを成功させるために、区の協力は不可欠だと

思います。Ｂ型作業所を含めて高齢化、重度化の問題もありますので、

北区と民間のみなさまの努力で、一つひとつ見える形で進めていこう

としています。先ほどの計画のところ、どうしても『必要量』として

しまうと、数字にしてしまうと分かりにくくなるところがあるので、

区民の皆さんにお伝えするときに全体のイメージが伝わるといいなと

思います。北区が抱えている問題を民間の力でここまで進めようとし

ていますということを分かりやすく示す工夫をしていただけるといい

と思います。 

委 員：戻ってしまいますが、資料 1 の重度訪問介護の訪問先の拡大の中で、

一人暮らしの重度障害者はどうなるのだろうということと、日中活動

の場について、Ｂ型に通っている人が重度化した場合、どうしたらよ

いのか、新しい施設に行くのか教えていただきたいと思います。 

事務局：障害福祉サービスの支給には、それぞれ基準がありますが、北区はこ

れまでも柔軟に対応してきています。新たなサービスについても、障

害者一人ひとりの状況にあった支給決定を第一に考えていきたいと思

っています。また、高齢化に伴う重度化については、今までは中軽度

で作業ができなくなったら重度の作業所に行くのが当然という考え方

がありました。しかし、利用者の中には慣れ親しんだ場所から動きた

くないという人も少なくありませんので、ある程度の規模のある施設

では、一部を多機能化する、定員を変更する、用途の変更などの様々

な検討が必要だと思います。今後も民間の事業者等と話をしながら、

協力して対応していきたいと考えています。 

会 長：民間と連携しながら、ということで、是非頑張っていただきたいと思

います。 

委 員：計画素案Ｐ．45 の相談支援事業ですが、滝野川地域障害者相談支援セ

ンターを設置しますとありますが、これは既に設置してありますよね。

事務局：すみません。誤植です。訂正します。 

会 長：まだご発言いただいていない、健康福祉委員会委員長、いかがですか。

委 員：先ほど、アドバルーンを上げただけというお話がありましたが、今後

も注視していかなければならないと思います。また、啓発活動の報告

がありましたが、上手くいったと満足されているようですけれども、
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たかだか 400 人くらいですから。そこで良かったと言ってよいのかと

いうのが感想です。区も、今前向きに変わろうとしているのかなと思

いますので、見守っていただければと思います。 

会 長：厳しいご指摘もありましたが、継続は力なりという言葉もありますか

ら、是非啓発活動も継続して行っていただきたいと思います。最後に

健康福祉部長から締めのお言葉をいただけますか。 

委 員：本日はお忙しい中ありがとうございます。先ほど事務局からも触れま

したが、先日、内閣府の調査がありまして、9 月 30 日付で公表され

たものの中で、「障害を理由とした差別や偏見が日本の社会であると思

う人は」という問いに対し、83.9％があるという回答でした。一方で

障害者差別解消法が十分浸透していないというコメントも出ていま

す。この法律を知っていると答えた人は 21.9％という状況です。 

    また、共生社会という考え方なんですけれども、「共生社会という考え

方を知っているか」という問いに対して、知っていると答えた方が

46.6％だそうです。やはり、まだまだ障害者差別解消法の趣旨が伝わ

っていないということを実感します。 

    改めて、計画の可視化とともに策定後公表の仕方、計画を作った後の

周知の仕方、イベントや計画の内容に工夫が必要であると感じます。

計画の概要版を作り、周知等にも力を入れていきたいと思います。来

年、パブリックコメントでご意見を伺いますが、引き続き宜しくお願

いいたします。本日はどうもありがとうございました。 

委 員：どこで言っていいのかわからず、ここですみません。障害を持ってい

る家族の支援は誰がやるのか、今後の検討の中でお願いします。 

会 長：現場からのご発言ということです。 

事務局：重要な課題だと捉えています。家族ぐるみ、もっと言えば地域づくり

が課題になっていると思っています。区でも保健師の配置を含め、組

織的な対応を模索しているところです。地区担当の保健師をきっかけ

に、地域包括支援センター、障害相談窓口に繋げていくことが大切に

なってくると思います。地域包括ケアシステムの構築、「我が事、丸ご

と」地域共生社会を国が提唱していますが、今後どのように具現化し

ていくかが課題だと思っています。 

会 長：重要なご指摘ですね。障害者自身のセルフケア運動を行うということ

で、八王子で当事者運動などを行っていますけれども、当事者同士の

連携も大事ですし、ミクロ、マクロ、メゾといろんな視点で地域の中

で、口先だけの地域共生ではなくて、実態の伴った地域共生社会を目

指さなければなりません。そのために、数は力なりではないですが、

区民周知を徹底し、理解を深めてもらい、最終的には地域福祉、地域

活動を進めていければよいと感じています。 

委 員：障害者を持つ親ですが、両親ともにくたびれています。尋ねても、玄

関先まで出てくるのがやっとという親御さんもいらっしゃる。ヘルパ

ーさんの力を借りて、子どもを通所施設に送り出すことはできても、

その後のお母さんは疲れ切っている状況です。子どもを預けて何日か

ゆっくりしたい、ショートステイをお願いしたいのですが、ショート
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ステイが利用できないという現状があります。また、重度の身体障害

者のための施設というのは、面積が必要で、ケアも大変だということ

は重々承知していますが、一団体や個人で何とかなるものではないの

で、是非とも区に頑張っ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。区も頑張っていただいていますが、まずは国

ですよね。社会保障を見ると高齢者に特化しているように思いますか

ら、障害や子どもにも注力してほしいと思います。 

事務局：ショートステイですが、北区は障害者グループホームの公募の際に、

必ずショートステイを要件に入れています。また、緊急一時の範囲を

拡大し、対応できるよう努めているところです。 

委 員：先ほど、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築の話が出

ていて、計画素案のＰ．19 は数字が入っていませんが、関連して基盤

整備量の問題が出てくると思いますが、Ｐ．42 地域移行支援にも関わ

ってくるのかなと思います。北区に指定を取っている相談支援事業所

は 5～6 か所あったと思いますが、実際に稼働している数は少ないと

思います。区として、長期入院している人とか入所している人を地域

で迎えるという場合に、北区で迎え入れる準備をどのようにしていく

のかを議論できる場が欲しいと思っています。 

事務局：おっしゃるとおりだと思います。計画の数値については、東京都の方

針等が出てから決めていきたいと思っています。今後の地域移行の在

り方についての議論ですが、地域精神保健医療福祉連絡協議会を活用

していくのか、新たに自立支援協議会の中で部会を設置していくとい

った選択肢があるかと思います。また、地域生活支援拠点の整備と合

わせて検討していく必要があると思います。 

委 員：地域移行は精神障害の方に限ったことではないんですね。知的や身体

の方の地域移行を支援する事業所も必要だと思います。そういった事

業所が増えていかないと、北区に戻りたいという方の地域移行は進ま

ないと思います。Ｐ．15 の相談の記載の中に、「支援センターきらき

ら」が抜けているのでお願いします。 

会 長：限られた時間の中での協議なので恐縮ですが、次回、2 月頃の第 3 回

の協議会までに意見のある方は事務局まで上げていただければと思い

ます。 

委 員：障害者福祉を充実させていくために、世の中により障害者理解を進め

ていくことが重要だと考えます。 

会 長：現場からの貴重なご意見、ありがとうございました。それではこれで

終了といたします。お疲れ様でした。 

以上

 

 


