
平成 26 年度 第２回東京都北区自立支援協議会 要旨録 

日 時 平成 26 年 10 月 20 日（月曜日） 14 時開会 

場 所 北区役所 第２委員会室 

出 

席 

者 

委 員 

川村会長、河村副会長、飯島委員、井上委員、田中委員、福与委員、熊澤

委員、小宮委員、鈴木委員、吉田委員、山下委員、竹内委員、福岡委員、

齋藤委員、中野委員、髙橋委員、廣井委員、小島委員、大島委員、永井委

員、小原委員、 

行政側 
中澤健康福祉部長、早川健康福祉課長、高橋健康福祉部副参事（精神保健・

難病担当）、田中障害福祉課長、清田障害者福祉センター所長、 

事務局 

岩田健康福祉部副参事（障害者施策推進担当）、鈴木障害福祉係長、上野

王子障害相談係長、高橋赤羽障害相談係長、酒井滝野川障害相談係長、守

屋障害福祉係主査 

欠席者 後藤委員 

配布資料 

【事前送付】 

（資料１）計画策定に向けた検討経過 

（資料２）北区障害者計画/北区障害福祉計画（素案）（別冊） 

（資料３）スケジュール（案） 

（資料４）用語解説 

【当日配布】 

（資料５）障害者計画：重点課題、障害福祉計画：数値目標設定について

の考え方 

 

１ 開会 

●岩田副参事より開会案内・配布資料の確認 

●川村会長より挨拶 

川村会長：おかげ様で、本日は計画の素案をお示し頂けることになりました。早速で

はございますが、第２回北区自立支援協議会を開催したいと思います。 

 

２ 委員の委嘱及び紹介 

●川村会長より新委員（大島委員、永井委員）の紹介 

川村会長：議会で委員の入れ替えがあり、ご報告して皆様にご承認頂きたいと思いま

す。北区議会健康福祉委員会の正副委員長として新たに、大島委員さん、永

井委員さん。前任者同様よろしくお願いします。 

大島委員・永井委員：はい、よろしくお願いします。 

川村会長：本来なら一言二言ご挨拶や、区長から直接委嘱状をお渡しするのですが、

今回は時間の関係上机上配付とし、議事の方を進めさせて頂きます。 



 

３ 議事 

（１）北区障害者計画及び第４期北区障害福祉計画（素案）について 

●事務局より資料（１）計画策定に向けた検討経過の説明 

岩田副参事：資料（１）をご覧ください。本計画策定にあたっての検討経過です。平

成 26 年１月に障害者実態・意向調査を行い、6 月に障害者計画の庁内での

進捗状況調査を実施しました。また 6 月から 9 月まで相談支援、地域生活、

権利擁護の各専門部会を開催し、延べ 12 回にわたり計画策定についての協

議を行いました。8 月には北区障害者計画等検討委員会（庁内の検討組織）

で検討をし、9 月に区議会第３回定例会健康福祉委員会にて計画の策定につ

いてご報告しました。（今計画の素案は）6 月から 9 月にかけて検討を重ね

て策定いたしました。 

 

●事務局より資料（２）北区障害者計画/北区障害福祉計画（素案）の説明 

岩田副参事：資料（２）の冊子の方をご覧ください。専門部会の意見や調査結果等に

基づき素案にまとめたものです。 

●事務局より資料（２）北区障害者計画/北区障害福祉計画（素案）第１部の説明 

【第１部】 第１章 計画策定にあたって 

計画策定の目的／計画の対象／計画の位置づけ／計画の期間／計画の策定体制 

岩田副参事：障害者計画については、計画期間 6 年ということで現在の計画が平成

27 年度までとなっているが、1 年前倒しして、平成 27 年から 32 年まで

の 6 年間とする予定です。 

【第１部】 第２章 障害者を取り巻く状況 

障害のある人の推移 

【第１部】 第３章 障害者実態・意向調査の概要 

調査の概要／主な調査結果 

【第１部】 第４章 計画の基本的な考え方 

計画の理念／計画の柱（基本目標）／施策の体系／重点課題 

岩田副参事：計画の基本理念については「一人ひとりを大切にし、ともに生きる地域

社会をめざして」とし、今までの計画の理念を引き続き継承します。基本目

標は、「１ 自分らしく生き生きと暮らすために」「２ 安心して地域で暮

らすために」「３ ともに支えあう地域社会をめざして」とし、各種の障害

者施策の展開を図ります。目標の体系に基づいてそれぞれの事業内容を示し

ています。 



岩田副参事：席上配布した資料（５）をご覧ください。障害者計画の重点課題として、

各施策の中から実態・意向調査の結果や専門部会での議論に基づき、次の５

つの課題を取り上げました。「相談支援の充実」は計画相談の充実や相談の

場の確保が、「障害のある子どもの療育・保育・教育の充実」は特に障害の

ある子どもたちの放課後の居場所、また子ども子育ての事業計画ともリンク

して考える必要があります。「障害のある人の就労の拡大」は、就労の場は

確保されてきたが、今後は就労の継続支援とそれに伴う生活支援が課題であ

り、「多様な生活の場の整備」は親なき後の重度障害者の生活の場の確保、

「地域交流の促進と差別解消・権利擁護の推進」は、様々な障害者施策を進

めていく中で障害者理解が重要なポイントであり、差別解消法や虐待防止法

と法整備が進められ、体制をますます充実させること等、重点課題として挙

げています。 

●事務局より資料（２）北区障害者計画/北区障害福祉計画（素案）第２部の説明   

【第２部】 第１章 自分らしく生き生きと暮らすために 

相談支援の充実／障害者福祉サービスの充実と質の向上／保健・医療サービスの充実

／障害のある子どもの療育・保育・教育の充実 

【第２部】 第２章 安心して地域で暮らすために 

障害のある人の就労の拡大／多様な生活の場の確保／安心・安全な暮らしの確保／文

化芸術・スポーツ・余暇活動の推進 

【第２部】 第３章 ともに支えあう地域社会をめざして 

福祉のまちづくりの推進／地域交流の促進と差別解消及び権利擁護の推進 

岩田副参事：第２部では、施策目標ごとに具体的な事業名、事業内容をあげておりま

す。現在、事業内容の細かい所は関係各課で整備中であり、素案には事業名

のみの記載とさせて頂きます。 

●事務局より資料（２）北区障害者計画/北区障害福祉計画（素案）第３部の説明  

【第３部】 第１章 北区障害福祉計画の枠組み 

北区障害福祉計画の位置づけ／北区障害福祉計画 計画期間／計画の基本的視点 

【第３部】 第２章 国の基本方針の見直し 

PDCA サイクルの導入／成果目標と活動指標の見直しと明確化 

岩田副参事：第３部では、障害福祉計画について述べております。障害福祉計画は障

害者総合支援法に基づき、サービスの内容と量の見込み（数値目標）とその

確保策を定めるものです。国からは PDCA サイクルの導入、成果目標と活

動指標に基づき計画を立てる等、基本指針が出されています。 

 

【第３部】 第３章 障害福祉サービス 

訪問系サービス／日中活動系サービス／居住系サービス／相談支援 



【第３部】 第４章 地域生活支援事業 

【第３部】 第５章 障害のある子どもへの支援 

児童相談支援／児童通所支援 

岩田副参事：第３章では、障害福祉サービスの内容と 25 年度まで実績の推移を記載

しています。26 年度の数字は、第３期計画で立てた見込量です。25 年度

の実績と 26 年度の見込量を比較すると、整備の状況がお分かりになるかと

思います。 

岩田副参事：資料（５）の障害福祉計画：数値目標設定についての考え方をご覧くだ

さい。現在、都では東京都障害者施策推進協議会において成果目標の考え方

について検討を行っており、今後国の基本方針をもとに、都の考え方を加味

して北区の成果目標の方針を設定します。障害福祉サービスの見込量の設定

は、実績の推移を勘案してサービス量を見込み、東京都のヒアリングを経て

見込量を出していく予定です。 

岩田副参事：訪問系サービスは障害支援区分や市境の意見等を勘案し、必要なサービ

スの提供に努めます。日中活動系サービスは、生活介護や就労移行支援、作

業所などのサービスであり、関係機関と調整を図りながら、必要な事業量の

確保に努めます。居住系サービスは、グループホームや施設入所支援といっ

た、住み慣れた地域での障害者の生活の場を確保するための整備を検討・誘

導します。第４章の地域生活支援事業は、必須事業と任意事業とがあります

が、北区の実情に合わせて事業の拡充を図っていきます。第５章の障害児の

サービスについては、児童福祉法に基づくものですが、障害福祉計画の中に

位置づけるよう国から示されています。療育及び放課後の居場所の充実のた

めの事業の確保に努めます。冊子の説明については以上です。 

 

●素案についての質疑・応答 

川村会長：ありがとうございました。まだ素案の段階ですが、この場でご質問等あり

ましたらお伺いしたいと思います。 

福岡委員：72 ページの地域活動支援センター（きらきら）の実利用者数と延利用時

間が違っていると思うのですが。 

岩田副参事：すみません。表を作った時に単位の記載に誤りがありました。実施箇所

が１箇所で（下欄が）その利用者数ということですので、表記の仕方を訂正

いたします。 

福岡委員：利用者の数が、26 年度は（25 年に比べ）減っている理由がわからない

のですが。 

岩田副参事：26 年度はまだ終わっていないので、前計画の時に見込量として出した

数字を載せています。25 年度 299 人という時点でそれまでの目標値を超

えているとご理解願います。 

川村会長：26 年度は 25 年度の 299 人をオーバーしそうですか。 



福岡委員：きらきらでは一度登録されると、よほどの事が無い限り登録を取り消す人

は少ないので、年々ゆるく増えていく状況にあると思う。 

井上委員：60 ページからの障害福祉の各サービスについて、出せるものは、身体・

知的・精神等のそれぞれの数値を出してほしい。65 ページの「共同生活援

助（グループホーム）」は（障害の種別によって）建て方も運営方法も違う

ので、今現在、どの障害のグループホームが足りないか等をわかるようにし

てもらいたい。 

岩田副参事：どこまで出せるか検討し、出せるものは出していきたい。 

飯島委員：確認ですが、今後の検討予定についてお聞きしたい。特に障害福祉サービ

スの見込量は、今後の実績と東京都のヒアリング等を参考にして出していく

とのことだが、いつ頃確定するのか。確定したものを自立支援協議会で確認

する機会があるのか。 

岩田副参事：この後、資料（３）で今後のスケジュールをご説明する予定でしたが、

先に説明させて頂きます。 

●事務局より資料（３）スケジュール（案）の説明 

岩田副参事：資料（３）をご覧ください。今月、庁内の検討会議を開いて素案を検討

し、「中間のまとめ」という形でまとめ、12 月の健康福祉委員会にご報告

し、パブリックコメントを実施します（12 月 2 日から翌年 1 月 9 日を予

定）。１月の第３回自立支援協議会で、パブリックコメントの実施結果や計

画の 終案をお示しします。障害福祉計画の細かい数値等は、それまでには

都との調整も終わりお示しできると思います。その後、３月に区議会（健康

福祉委員会）にご報告し意見聴取を行い、計画策定となります。 

川村会長：ただ今の質問で、議事の（２）今後の予定についてご説明頂きました。議

事の（１）（２）についてなおご意見あれば頂きたいと思います。 

小島委員：アンケート調査でも委員会でも、生活の場、安心して暮らせる場所という

のがまだまだうまくいっていない所もあると思えます。27 ページの 2-2-1

の（中にある）「入所型施設の整備検討」や 65 ページの「施設入所支援」

を誘導したいという話は、地域で暮らせるよう、高齢になってきている人や

一人では難しい人たちへの入所型施設の整備検討を考えているという解釈

でいいでしょうか。 

岩田副参事：従来、北区ではグループホームの整備に力を入れてきましたが、グルー

プホームでは対応出来ない重度の方が増えてきて、そういう方のための入所

型施設の必要性や、北区としての入所施設のあり方について、今後研究して

行く必要があると考えています。 

小宮委員：障害のある人たちにとって「生きがい」とは何であろうか。生きがいとし

ての余暇活動、親も障害者も高齢となる中での障害者の「終の棲家」、教育

について等、 近考えることが多いのですが、計画の中にそういう内容が少

し乏しいような気がするのですがいかがでしょう。 



川村会長：この後のワールドカフェでも自由な意見を是非、広めて頂けたらと思いま

す。 

岩田副参事：余暇活動については、基本目標 2 施策目標 4 の 2-4-1（「文化芸術・

余暇活動の充実」）の中に事業として掲載しております。内容の方はまた書

き込みたいと思います。ご意見ありとうございました。 

川村会長：まだいろいろご意見あるとは思いますが、素案の段階でもあり、また本日

はこの後ワールドカフェを行いますので、細かい所や、部会を超えた議論を

頂き、素案の修正の方に向けたいと思います。今後については、あくまでも

素案ですので、ワールドカフェの結果も含めてより精度のある計画に仕上げ

ていきたいと思います。 終案については再びこの場で議論を行いますが、

それまでは事務局に一任し、出された意見については原案を修正し、自立支

援協議会としては障害者計画及び第４期障害福祉計画（素案）についてはこ

れで終了とします。 期に議事の（３）その他について、事務局で何かご用

意されているものがありましたらお願いします。 

岩田副参事：資料（４）として用語解説をご用意いたしました。これは第１回の協議

会でご意見を頂いていたものですので、ご高覧頂ければと思います。 

川村会長：用語解説についても何かご意見がありましたらご指摘いただき、事務局ま

でお願いします。 

岩田副参事：それでは、この場所でこの後ワールドカフェを開催しますので、場所の

設営等もあるので、3 時からとし、それまでは休憩とさせて頂きますのでよ

ろしくお願いいたします。 

川村会長：河村副会長が見えましたので、一言ご挨拶を頂きたいと思います。 

河村副会長：遅れて来て申し訳ございません。往診にいっておりまして戻ってきたら、

もう殆ど終わりということで状況があまりよくわかっておりませんが、（こ

の後の）ワールドカフェに是非参加していただき、新しい試みを実感して頂

きたいと思います。本日はありがとうございました。 


