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平成 26 年度 第 1 回東京都北区自立支援協議会要旨録 

時 平成 26 年５月９日（金） 

場所 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、福与征夫、熊澤眞砂子、 

小宮榮次、鈴木千栄子、吉田耕一、山下和子、竹内文香、福岡万里子、

齋藤邦彦、中野宰至、河村雅明、高橋聡司、後藤貴久、小島靖子、 

近藤光則、さがらとしこ、小原宗一、中澤嘉明、早川雅子、高橋千香、

清田初枝 

［事務局］ 

岩田健康福祉部副参事（障害者施策推進担当）、 

田中障害福祉課長、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 

次第 １．開会 

２．委員の委嘱及び紹介（資料１～４） 

３．会長指名 

４．議事 

（１）副会長選出 

（２）平成 25 年度専門部会の報告について（資料５） 

（３）北区障害者計画等策定のための実態・意向調査について（資料

６） 

（４）北区障害者計画の改定及び第４期北区障害福祉計画の策定につ

いて（資料７－１～３） 

（５）北区障害者計画（平成 27 年度～平成 32 年度）体系図につい

て（資料８－１～２） 

（６）平成 26 年度専門部会について（資料９） 

（７）今後の予定 

（８）その他（資料 10） 

資料 （資料１）東京都北区自立支援協議会設置要綱 

（資料２）東京都北区自立支援協議会委員名簿 

（資料３）北区自立支援協議会について 

（資料４）北区自立支援協議会の公開に関する内規 

（資料５）平成 25 年度北区自立支援協議会報告書 

（資料６）北区障害者計画等策定のための実態・意向調査について 

（資料７－１）第３次障害者基本計画の特徴 

（資料７－２）平成 26 年３月７日実施：主管課長会議資料抜粋 

（資料７－３）障害者計画改定及び障害福祉計画策定スケジュール（案） 

（資料８－１）北区障害者計画（平成 27 年度～平成 32 年度）体系図（案） 

（資料８－２）対系図（北区障害者計画（平成 18 年度～平成 27 年度）から抜粋）

（資料９）平成 26 年度専門部会名簿及び検討事項 

（資料 10）平成 26 年度東京都北区障害者優先調達推進方針 
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北区障害者計画（平成 18 年度～平成 27 年度） 

第 3 期北区障害福祉計画（平成 24 年度～平成 26 年度） 

ヘルプカード一式 

要旨 

１．開会 

●事務局より開会案内・進行 

●資料配布・確認 

●健康福祉部長よりあいさつ 

健康福祉部長：お忙しいなか、ご出席いただきましてありがとうございます。

計画の推進につきましてご協力ありがとうございます。任期２年では

ありますが、障害者計画、障害福祉計画の策定につきまして、ご意見

を賜りながらより良い計画にしていきたいと思います。どうかよろし

くお願いいたします。 

２．委員の委嘱及び紹介 

●各委員紹介 

事務局：委嘱状については、配付させていただいております。名簿にしたがっ

てお名前を紹介させていただきます。（以降、名前紹介、各自あいさつ）

●事務局紹介 

●北区自立支援協議会について、その公開について説明 

事務局：本協議会につきましては、（資料１の）東京都北区自立支援協議会設置

要綱に基づき設置されます。本協議会の位置づけとしましては、平成

24 年から(旧)北区障害者施策推進協議会と(旧)北区地域自立支援協議

会を合わせ持つ性格のものであります。協議事項といたしまして、障

害者計画の改定、障害福祉計画の策定が定められております。 

今まで会議の公開につきましてきちんと定めておりませんでしたの

で、内規を定めさせていただきました。傍聴希望があった場合等の対応

につきましては、この内規の定めるところとします。会議は原則として

運営上支障がない限り公開とし、会議録は議事要旨で発言者の氏名を記

載せずに作成の上公開します。専門部会は、個人を特定できてしまうこ

ともあるので、非公開扱いとして、会議録ではなく、報告書を作成する

こととします。このような取り扱いにさせていただきたいと思いますが

いかがかでしょうか。 

全委員：異議なし。 

●会議に手話通訳者がつく旨を説明 

３．会長指名 

●要綱で規定されているため、事務局より学識経験者の川村委員を指名 

全委員：意義なし 
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●会長よりあいさつ 

会 長：今期においても会長を引き受けることとなりました。みなさんと協力

して意見を出し合い、実践的な計画にしていきたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

４．議事 

（１）副会長選出 

会 長：副会長につきましては、要綱により委員の中から会長が指名すること

となっていますので、僣越ですが、私から副会長を指名いたします。

医師会の河村委員にお願いしたいと思います。 

副会長：知的障害などに関わっております。よろしくお願いいたします。 

（２）平成 25 年度専門部会の報告について 

●事務局、各部会より資料説明 

事務局：平成 25 年度、４つの部会を設置して活動いたしました。全体会は６

月と３月に開催しております。 

●以下、相談支援部会長、地域生活部会副部会長、権利擁護部会長、ヘルプカ

ード部会長より説明 

●相談支援部会、地域生活部会、権利擁護部会については各合計３回、ヘルプ

カード部会については合計５回の会議を開催 

相部会長：相談支援部会（以下、相部会）では、区内事業所に対する特定相談

支援事業に関するアンケートを実施しました。そして、事業者同士の

情報交換の場の設定や計画相談についての研修、講演会などの実施等

の必要性を検討しました。今後の課題は、アンケートの活用による研

修・講演会の実施検討、相談支援事業者の運営やサービス利用計画作

成に係る評価及び問題点や改善点の把握、社会資源シートの情報更新、

メンテナンス等です。 

地部副部会長：地域生活部会（以下、地部会）では、就労・雇用を重点とした

地域移行を検討することとし、区・ハローワーク・北特別支援学校・

親の立場から報告、説明を受け、意見交換し、社会資源を活用し、支

援するためのコーディネート役となる相談支援事業者の重要性、関係

者の連携・協働の重要性などを確認し、就労に関するパンフレット等

の資料の作成等を手がけながらネットワークを築くことの必要性を確

認しました。また、身近に相談できる場所の確保が必要です。 

権部会長：権利擁護部会（以下、権部会）では、柱建てを大きく２本建ててい

ます。ひとつは虐待防止、もうひとつは成年後見制度の活用です。虐

待防止について、専門家や関係者を巻き込み、周知を進めることを検

討しました。平成 26 年２月には、虐待防止のための条例を制定する

ほか、庁内体制の整備、地域を巻き込んだ「ささえあいマップ」の作

成等に取り組んでいる埼玉県行田市を視察しました。今後は、既存の

ネットワークを活用した虐待防止の取り組み、児童・高齢・障害に総

合的に取り組めるサポート・システム、体制の構築、成年後見制度の

利用促進などの課題があげられます。 

カ部会長：ヘルプカード部会（以下、カ部会）では、都作成のヘルプカードを

活用し、北区独自のヘルプカードを作成しました。今後の配布・普及、
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「地域づくり」「障害者理解」などとあわせた説明会・講演会の実施が

課題です。 

会 長：４つの部会の報告をいただきました。ご質問ありますでしょうか。 

委 員：ヘルプカードについて、北区としての工夫はどのようなところでしょ

うか。 

カ部会：ポーチという形が斬新で、ほかに聞かない独自のものです。このポケ

ットにカードや薬手帳や障害者手帳などを入れられ、災害など緊急時

にも便利です。 

事務局：付け加えさせていただきますと、固いカードに切り込みが入っており、

視覚障害の方にも、このカードだということがわかりやすいようにな

っています。水に強い加工をしています。数は２万セット用意してい

ます。 

会 長：制度をいかして役立つようになるといいですね。 

委 員：権部会視察で、行田市のトータルサポートの設置について、実際のと

ころ、どんな場所で、どのような体制だったのかお聞かせいただきた

い。 

権部会：トータルサポート相談員の保健師や職員が相談窓口に呼ばれます。い

ろいろなケースに対応するため分野に関わらず話を聞いてくれ、通常

の業務と兼務です。相談員を調整する監督官も課長職で配置されてい

ます。 

委 員：ヘルプカードについて、鞄持ってないとだめ、ビニールケースが火災

にどれだけもつか、という点が気になります。また、地域生活につい

て、一般社会は、障害者のことをあまり知らない。一般社会に障害者

を知ってもらう活動を進めてほしい。それが 初。知らないとはじま

らない。会が新しくなると、 初から説明しないといけない。 

会 長：たいへんなご苦労があると思います。ありがとうございました。 

（３）北区障害者計画等策定のための実態・意向調査について 

●事務局より資料説明 

事務局：1 月に行いました障害者実態意向調査の報告書の概要版が出来上がり

ましたのでご報告いたします。今年度に予定しております障害者計画

と障害福祉計画の策定に向けての基礎資料とするため調査を行いまし

た。裏面に回収率をお示ししております。調査不能数というのは、長

期不在や回答したくないとの利用で返送されてきたものでございま

す。全体で 51.1％になっております。以下、簡単に内容をご説明い

たします。 

○４ページ 回収率 

○６ページ 回答者 

○７ページ 年齢 

○１３ページ 情報や相談についての誰に相談するか 家族以外だと

○１４ページ 悩み事 

○１５ページ相談しやすい体制を作るのに必要なこと 

○１６ページ 利用状況 

○２６ページ 生活する場所について 
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○２７ページ どこで暮らしたいか 

○３２ページ どのような仕事をしたいか 

○３３ページ 障害者が働くために何が必要か 

○３４ページ 介助者について 

○４０ページ 災害対策について 

○４１ページ 災害時要援護者の登録 

○４６ページ 今後必要だと思うもの 

○32 ページ下の表の差し替えについて 

会 長：４つの障害者別に、13 の項目について質問しています。計画策定は、

この結果を点検するとういことにもなります。お気づきのことがあり

ますか。 

委 員：訂正の表が見づらかった。表の形が違っている。わかりづらい。貴重

な資料だと思います。資料を事前に配布していただきたかった。住ま

いの問題、回答しない人の多さ、身近な相談の問題、相談への専門職

の人の関わりなどが気になります。詳細な報告書も見ながら議論を深

めていく必要があります。高齢身体障害者と介護保険の関係など気に

なりました。 

会 長：短い時間でお読みいただいてありがとうございました。 

事務局：差し替え表の数値は、総数を訂正したものです。構成比は差し替え表

の方が全体のなかの比率を示すものです。ｎというのは回答者の総数

のことです。 

会 長：概要版ですので、次回の報告書説明で改めてお願いします。 

委 員：基本的なことで申し訳ありません。障害を隠そうとする傾向があり、

実像がわかりにくい。身体、知的、精神という区分についてお教えい

ただきたい。 

事務局：身体障害は視覚障害などの身体機能の障害のことで、身体障害者手帳

を配布しています。知的障害は、子どもの時に知的な発達が遅れるこ

とで、療育手帳を配布しています。精神障害は、統合失調症やうつ病

などの精神疾患を発症した方で、日常生活に支障がある方が精神障害

の手帳を申請されます。難病の方は指定された難病をお持ちの方で日

常生活に支障のある方がサービスを利用できるようになったもので

す。障害とは、手帳所持の有無だけではありません。 

委 員：実際に接してみないと障害というものの理解は難しい。 

会 長：関連しますので、（４）（５）（６）（７）をあわせて説明願います。 

（４）北区障害者計画の改定及び第４期北区障害福祉計画の策定について 

●事務局より資料説明 

事務局：国の障害者基本計画については、２５年度から２９年度の５年間の計

画です。計画期間をそれまでの１０年から５年に見直しております。

また安心安全・差別の解消と権利擁護の推進、行政サービスにおける

配慮という３分野を新設しています。障害福祉計画にかかる基本指針

についての資料は、国が都道府県に対して行った説明会の資料からの

抜粋となっております。北区障害者計画が障害者基本法に基づき、障

害者施策全般を総合的かつ計画的に推進するための基本計画になりま
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す。障害福祉計画は障害者総合支援法に基づき３年ごとに国の基本指

針に基づき数値目標や障害福祉サービス量の見込みと確保策を定める

事業計画になります。今回の基本指針は PDCA サイクルの導入という

ことが示されています。計画の策定スケジュール案について、第１回

のこの会議の後、部会で検討を行い素案をまとめていただきます。第

２回の会議の後に区民の方、当事者関係者の方とワークショップを開

催したらどうか考えております。１１月に中間のまとめ(案)を作成し第

３回の自立支援協議会にお示しする予定です。区議会に報告した後、

パブリックコメントを行い２７年になりまして自立支援協議会で計画

案をお示しする予定としております。 

（５）北区障害者計画（平成 27 年度～平成 32 年度）体系図について 

●事務局より資料説明 

事務局：北区障害者計画の体系図（案）について、この計画は２７年度から３

２年度の６年の計画を予定しております。今まで１０年の計画でした

が、国の障害者基本計画も１０年から５年のものになりました。今回

一緒に策定いたします障害福祉計画が３年ごとの計画ですので全体の

計画は６年を考えております。 

（６）平成 26 年度専門部会について 

●事務局より資料説明 

事務局：専門部会のメンバーにおかれましては、計画に関する検討をしていた

だきます。行政側のメンバーは庁内に連絡体制を設け、例えば、障害

のある子どもの保育教育の充実については子ども家庭部や教育委員会

の職員が参加するなどして調整を図り、部会との連携をさせていただ

きたいと考えております。 

（７）今後の予定 

●事務局より説明 

事務局：次回第 2 回自立支援協議会（全体会）は、時期が９～10 月頃、内容

は、「障害者計画及び障害福祉計画の素案について」を予定しています。

その間、部会で３回程度検討いただきますが、ワークショップをどの

ようにするかも検討をお願いします。 

会 長：部会での議論が大切。ワールドカフェ方式なども取り入れてワークシ

ョップも開催したい。区民に開かれたものであってもいいかもしれな

い。各部会３回程度開催。その１回をワークショップとすることも考

えられます。９～10 月の素案に向けて各部会の議論をいただき、会長、

副会長で整理していきたい。 

委 員：障害というものは難しい。共通認識をもつためにも用語集を用意して

ほしい。ヘルプカードに加えてサポートカードの登録制度も考えてほ

しい。 

会 長：今年度中に策定というのは大変な作業となります。ご意見をお願いし

ます。 

委 員：用語集という話がありましたが、専門家じゃないとできないようだと、

どうかと思う。みんなが手を出せなくなるのでは。共生社会、みんな

が助け合えるようにするべき。専門的になるのはどうかと思う。 
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委 員：一般の方はまだまだ知らないことが多い。研修とかをやっていくべき。

講習をちゃんと受けることが必要ではないか。 

委 員：ヘルプカードの場合、広めないと意味がない。研修も必要ではないか。

会 長：普及も含めてしっかり学んでいくということですね。課題が多く、策

定スケジュールがタイト。部会に持ち帰りいただいて、ワークショッ

プなどをして中間報告へもっていきたい。ありがとうございました。 

（８）その他 

●障害者優先調達方針について事務局より説明 

事務局：平成２４年６月に成立公布された「障害者優先調達推進法」により２

６年度の北区の障害者優先調達推進方針を定めましたので情報提供さ

せていただきます。 

会 長： 後になりますが、優先調達制度について、ご意見、ご質問あります

か。確認ですが、実態調査報告の 終報告はいつごろになりますか。 

事務局：来週から再来週にはお手元に届けられる予定です。 

会 長：報告書をじっくり読んでください。 

委 員：国の法改正などもあり、情報が重要。事前に資料を届けていただきた

い。忙しい時期にパブリックコメントがあり、区民も参加しにくいの

ではないか、ワークショップなどに参加いただいて、声を出して、そ

してつくっていきたい。 

委 員：ワークショップの開催等については、どのような形が良いか事務局も

検討しています。いろいろな工夫を考えていければと思います。 

会 長：ワールドカフェのようなかたちでできると素晴らしいと思います。 

委 員：この会は公開ですので、民生委員の方にも参加もほしい。 

会 長：はい、素晴らしいご意見ありがとうございました。以上で本日の会は

終了いたします。お疲れ様でした。これで閉会いたします。この後、

各専門部会に分かれていただき、部会長及び第１回の開催日を決めて

いただきたいと思います。ヘルプカード部会については、今回は結構

です。なお、第１回の開催については６月中旬以降、２３日～３０日

頃をお願いします。決定の上は、事務局までご報告ください。 

以上

 

 


