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平成 28 年度 第 1 回東京都北区自立支援協議会要旨録 

時 平成 28 年 7 月 5 日（火） 

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、藤野幹彦、熊澤眞砂子、小宮榮次 

鈴木千栄子、吉田耕一、山下和子、小田政利、高田裕司、岸本高明 

竹内文香、横手美幸、島田富一郎、中野宰至、須賀田元彦、松井裕 

伏見可奈子、木村理恵、小島靖子、宮島修、福島宏紀、小原宗一 

都築寿満、菊池誠樹、高橋千香、唐沢啓子（欠席 堀江まゆみ） 

［事務局］ 

田中障害福祉課長、上野障害福祉係長、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．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 27 年度報告について（資料５） 

（３）北区障害者計画進捗状況調査結果について（資料６） 

（４）第４期北区障害福祉計画の実績について（資料７） 

（５）平成 28 年度専門部会について（資料８） 

（６）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９、

10） 

②障害者虐待の現状について（資料 11） 

③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及

び児童福祉法の一部を改正する法律について（資料 12） 

（７）今後の予定 

５．閉会 

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 27 年度北区自立支援協議会報告書 

（資料６）北区障害者計画進捗状況調査結果 

（資料７）北区障害福祉計画実績 

（資料 8）平成 28 年度専門部会名簿及び検討事項 

（資料 9）障害者差別解消法施行における北区の対応 

（資料 10）障害者差別解消法相談受付一覧表 

（資料 11）障害者虐待統計シート 

（資料 12）（概要）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
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及び児童福祉法の一部を改正する法律 

（資料 13）閉会後席次表 

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 

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。（氏名紹介、起立あいさつ） 

●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。（資料３）

にお示しのとおり、障害者差別解消法支援地域協議会の役割を担うこ

とが、昨年の協議会で了承されております。（資料４）をご覧ください。

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。 

３．会長指名  

事務局：会長につきましては、要綱により学識経験者の中から区長が指名する

こととなっております。武蔵野大学名誉教授の川村匡由さんにお願い

したいと思いますが、いかがでしょうか。 

全委員：意義なし（拍手） 

会 長：お忙しい中ご参集いただきありがとうございます。前期同様、活発な

ご議論をいただき、障害者の自立支援に向けてご協力いただきたいと

思います。 

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
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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。

地域住民代表の小田委員にお願いしたいと思います。ご存知かもしれ

ませんが、読売新聞でもご活躍を紹介されています。 

全委員：異議なし（拍手） 

副会長：北区自立支援協議会の副会長として指名いただき、ありがたく思って

います。みなさまより知識は少ないですが、９歳の時から車いすに乗

って約３０年、障害者歴はみなさん以上だと思っています。そういう

立場で色々関わらせていただければと思います。筋ジストロフィー及

び人工呼吸器を使用しているということで、災害時の対応改善等に向

けて活動してまいりました。「風は生きよという」という映画を作るき

っかけを作り、渋谷の映画館で３週間上映されます。国や都だけでな

く、自分が生まれ育った北区で活動したいと思っていましたので、み

なさんに教えてもらいながら頑張っていきたいと思います。 

（２）平成 27 年度報告について 

●事務局より資料説明 

（３）北区障害者計画進捗状況調査結果について 

事務局：本日、机上配付となってしまい、申し訳ございません。 

こちらは北区障害者計画の進捗状況について北区の各所管課に調査し

た結果をまとめたものになります。基本目標、施策ごとの掲載となっ

ています。量が膨大なので、この場で一つずつの施策を見ていくこと

はいたしませんが、今後の専門部会等での協議の参考資料にしていた

だければと思います。 

会 長：何かご意見、ご質疑等ありましたらどうぞ。 

    （なし） 

（４）第４期北区障害福祉計画の実績について 

●事務局より資料説明 

会 長：何かご意見、ご質疑等ありましたらどうぞ。 

委 員：障害福祉サービスの見込量を出していたと思います。実際の実利用人

数が超えているサービスがありますが、どのように見ればよいでしょ

うか。 

事務局：２３年度から２７年度までは実績、２８、２９年度については計画上

の数値ということになります。一部、実績より下がっているサービス

もありますが、あくまで計画値ですので修正が必要な部分でもあると

思います。 

委 員：実績数値の見方で、上に延利用量（人日）３４１、下に実利用者数２

１とありますが、この見方を教えてください。 

事務局：割りかえすと、一人の利用者が１５日、サービスを使っているという

ことになります。 

委 員：数字としては分かりやすくなっていますが、内訳を示して欲しいです。

例えば、グループホームは増えていますが知的ばかりで、身体が増え

ていないのが現状です。知的、精神、身体と特徴が違うので、分けて

出してくれるとありがたいと思います。 

事務局：次回、そのように対応したいと思います。 
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副会長：自分自身も相談支援事業所を増やしていくための努力をしていくとと

もに、障害当事者や家族に寄り添った対応のできる、質の高いサービ

スを提供できる体制を望みます。 

委 員：就労移行支援と放課後等デイサービスについて、企業の参入ができる

ようになっている中で、中身が変わってしまっていると。就労移行支

援では、学習塾が事業参入していて、企業が努力していることは承知

していますが、本当に障害者に寄り添ったサービスを提供できるのか、

疑問に思うのです。場所と人があるからやろうでは困るのです。障害

者を利用して商売しようとしているようで、とても不安を感じます。

企業のための事業ではいけないと思うのです。 

事務局：企業の参入自体は悪いことではないのですが、質の問題が問われてい

るのは確かだと思います。北区としましては、就労移行、就労継続Ａ、

Ｂについて、サービスの質の向上を目指すために７月に就労関係の会

議体を立ち上げます。そちらで研修会、あるいは情報共有等を通じな

がら質の向上を図るとともに、放課後等デイサービスについては計画

的に指導に入っていこうと思っています。 

副会長：委員からお話しがあったように、企業参入ではすぐ担当者が変わって

しまう。質の向上のために、勉強会などの方法を考えてほしいと思い

ます。 

会 長：そういう意味でも、専門部会における検討が重要になってくると思い

ます。 

（５）平成 28 年度専門部会について 

●事務局より資料説明 

会 長：何かご意見、ご質疑等ありましたらどうぞ。 

委 員：居住支援協議会の設置を検討できないでしょうか。グループホームに

入居するときに保証人が必要になります。また、緊急連絡先が見つか

らないので、先に進めないという現状があります。緊急連絡先をこの

自立支援協議会で担えたりするものなのか、他の区では居住支援協議

会で行ったりという現状があるやに聞いています。 

事務局：貴重なご意見をありがとうございました。検討事項としては地域生活

部会に入ると思いますので、そこでの検討結果を本会に報告であげて

いただければと思います。 

会 長：地域生活部会での検討となりますが、横断的に関わる、現場からの貴

重な意見ですので、３つの部会でもご検討いただければと思います。 

委 員：安心して地域で暮らすために、住居ももちろんそうですが、重度の方

のヘルパーさんなど、人材の育成が必要です。現在、本当に人手不足

で、広告宣伝費を何十万使っても、１人取れれば嬉しいと思うくらい

の人材不足。これをどう解消していくかが重要で、よい建物を建てて

も人がいなければ安心して生活できないという中で、人材不足の解消

を本当に考えていかなければならないと思います。 

会 長：まさに、福祉は人なりということ、原点ですね。 

事務局：確かに本当に福祉人材は少なく、移動支援の支給要件を緩和しても、

ヘルパーさんがいないという例が多くありました。自立支援協議会、
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専門部会とともに、区としても真剣に考えていくべき課題だと認識し

ています。部会の関わり方も含め、検討したいと思います。 

会 長：マンパワーの確保は３つの部会に共通する問題です。そのほかに、地

位の向上など様々な課題があると思います。専門部会で協議いただい

て、本会に投げかけてほしいと思います。 

副会長：今はお金より楽な方がよいという流れになっていて、学生のアルバイ

トなども少なくなっています。時代の流れに即した対応をみなさんで

も考えていただければと思います。 

（６）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：何かご意見、ご質疑等ありましたらどうぞ。 

委 員：これから部会に分かれるわけですが、どのように人選したのかなと。

昨年まで地域生活部会をやってきた中で、今年から相談支援部会とな

ると。相談とはその人の人生を変えるほど重要な役割を持つと思うの

です。ここに自分が入ることは難しいなと思うのですが、今年は何か

変更があったのでしょうか。説明してください。 

事務局：資料８の名簿をご覧になってご質問と思います。今回、改選というこ

とで委員の方が大きく変更になりまして、ベースとしましては既存の

部会メンバーに残っていただくことを考えています。本来、障害者施

策は横断的に関わるものなので、みなさまに色んな部会を経験してほ

しいという思いはあります。委員におかれましては、障害者施策に精

通されていますので、相談支援部会でも多くのお知恵、お力添えをい

ただけると考えております。 

会 長：障害者施策に横断的に関わっていただければと思います。この後、部

会の議題等を決める場もありますので、ご協議いただければと思いま

す。 

    障害者差別解消法に向けて、北区職員の研修も行われたということで

す。いかがでしょうか。職員の反応等も。 

委 員：障害福祉課長と一緒に全日程の研修において、この内容について徹底

して周知し、理解するように努めてまいりました。この後も、この研

修に参加できなかった職員についてはもう一度研修を組み、必ず出席

するようにと通知を出しているところです。改めて、漏れの無いよう

に徹底してまいります。 

会 長：資料 10 の相談事例についてはいかがでしょうか。 

事務局：障害者差別解消法相談受付一覧表になります。一般の方からこのよう

な相談を受け付けております。本会で事例を共有し、各方面で啓発、

対策などが行えるよう、参考にしてください。 

会 長：こういったケースも少しずつ増えてくると思います。今後も検討して

いきたいと思います。 

②障害者虐待の現状について 

●事務局より資料説明 

会 長：何かご意見、ご質疑等ありましたらどうぞ。 
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委 員：精神障害者当事者です。これは通報した件数等であって、アンケート

ではないですよね。 

事務局：アンケートではありません。区の方に通報のあったものです。 

委 員：通所施設ごとにアンケートを取れば、もっと増えると思います。 

事務局：施設の方に通報があった場合は、施設から区の方に通報が来ることに

なっています。 

③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及び児童福祉

法の一部を改正する法律について 

●事務局より説明 

会 長：様々な問題がある中で、国の方も少しずつ法改正などにより障害者施

策の充実に向けて動いているという現状です。 

委 員：障害者に対する施策がここまで進んできたのだなと喜ばしい反面、も

っと早くという思いもあります。障害者のことを世の中に知ってもら

いたいという強い気持ちがあります。もっと傍聴席が埋まればよいと

願います。もっと開かれた会議となって、多くの人に知ってもらいた

いと思います。 

会 長：我々の活動が区政に、区民に反映されるように、啓発を続けていき、

草の根的に活動していくことが大切だと思います。ここで協議して情

報共有して、地域に出て多くの人に伝えることも必要だと感じていま

す。 

委 員：民生委員の障害福祉部に入り、初めて障害者のことを詳しく知ったと。

知的とか精神とか、初めてここで理解したというところがあります。

町会とか地域に、難しくないことで理解を深める取り組みをやること

が必要だと思います。地域は町会が中心で動きますから。区の方、議

員の方、様々なルートを使うべきです。役所主導でなく、やるべきで

す。 

委 員：障害当事者が委員に加わり、自立支援協議会も進歩してきたと思いま

す。障害当事者の声をどんどん挙げていくべきです。また、資料 10

の障害者差別解消法相談受付一覧表はいいですね。詳しく、障害当事

者の実態を把握していくことが大事だと思います。 

委 員：僕は知的障害者です。仕事もしたし、今は長屋で働いています。グル

ープホームにいます。障害者に優しい北区であってほしいです。健常者

の人にも色んな障害のことを知ってほしいです。よろしくお願いしま

す。 

会 長：そのとおりだと思います。インクルージョンという言葉で表しますが、

地域で支えあい、困ったらお互い様というのが原点です。 

（７）今後の予定 

会 長：第２回の自立支援協議会につきましては、平成２９年２月頃を予定し

ております。ずいぶん先だと感じられますが、その間、専門部会で検

討を行っていただきたいと思います。開催時には、事務局から通知が

行きますのでよろしくお願いいたします。 

５．閉会 

会 長：閉会後、専門部会ごとにお集まりいただき、第 1 回の開催日、部会長
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などを協議のうえ決定していただきたいと思います。 

    閉会にあたり、副会長より一言いただければと思います。 

副会長：副会長をお任せいただき、ありがとうございます。一人の委員として、

また当事者として発言させていただきたいと思います。 

    自分はしっかりしゃべっていますが、気管切開し、スピーキングバル

ブという部品を付けてしゃべっています。この部品は夜になると外さ

なければならないと医師に言われていて、夜になるとコミュニケーシ

ョンが取れなくなります。 

    昨年、肺炎を起こしてしまいましたが、入院するとヘルパーさんが使

えないということで、入院を拒否しました。肺炎を悪化させ、肺化膿

症というかなり危ない状態になり、それに伴ってヘルパーさんがやめ

てしまった、ということがありました。入院してしまうと、自分だけ

ではナースコールすらできないという。人工呼吸器をつけて個室に入

れられてしまうという、病院のシステムがあり、孤立化してしまう。

重度訪問介護の法改正内容というのはとても大きいのです。みなさん

んがどれほど知っていらっしゃるか分かりませんが、生の声というの

を届けていきたいと思います。参加させていただいて、本当にうれし

く思います。 

会 長：副会長のヘルパーさんの方、お名前は。今日はありがとうございまし

た。傍聴の方、今日は少ないですが、我々も頑張りますので宜しくお

願いいたします。 

    それでは、自立支援協議会を閉会します。お疲れ様でした。 

以上

 

 


