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平成 28 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 1 月 19 日（水） 

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、田中淳子、藤野幹彦、熊澤眞砂子、小宮榮次、鈴木千栄子

山下和子、小田政利、高田裕司、岸本高明、横手美幸、井上良子 

島田富一郎、中野宰至、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、竹内文香、吉田耕一、須賀田元彦） 

［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．議事 

（１）基幹相談支援センターについて（資料 1～2-1） 

（２）地域生活支援拠点について（資料３） 

（３）その他 

  ①障害者差別解消法に係る苦情等の調査結果について（資料４）

②障害者差別解消法相談窓口における相談について（資料５） 

③障害者虐待の現状について（資料６） 

④障害者差別解消法シンポジウムの開催について（チラシ） 

（４）次回の開催について 

３．閉会 

 

資料 （資料１）基幹相談支援センター 

（資料２）基幹相談支援センターのイメージ図（案） 

（資料 2-1）基幹相談支援センターの設置について 

（資料３）地域生活支援拠点 

（資料４）障害者差別解消法に係る苦情等の調査結果 

（資料５）障害者差別解消法相談受付一覧表 

（資料６）障害者虐待の現状 

（その他資料）障害者差別解消法シンポジウムチラシ 

（当日配付資料）東京都北区自立支援協議会へのお願い 
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要旨 

１．開会 

●事務局より開会案内・進行 

●資料配付・確認 

●東京都北区自立支援協議会会長よりあいさつ 

２．議事 

（１）基幹相談支援センターについて 

会 長：資料１及び資料２について、事務局より説明をお願いいたします。 

事務局：それでは、資料の１をご覧ください。基幹相談支援センターの概要に

ついてご説明いたします。平成２４年の障害者自立支援法の改正に伴

い、自治体の任意により『設置できる』ということとなり、設置する

か否かは自治体の任意によるものとなっております。北区では、基幹

相談支援センターの設置を障害者計画の中で検討事項とし、今後の設

置を目指しています。 

基幹相談支援センターは地域における相談支援の中核的な役割を担う

機関とし、全ての障害の相談を総合的に行うものです。 

基幹相談支援センターが担う業務イメージですが、一つに、自ら、障

害者等の相談、情報提供、助言を行うというもの。二つに、地域の相

談支援事業者間の連絡調整や、関係機関、社会資源との連携支援を行

う、といったものです。 

次に、資料２をご覧ください。北区の考えている基幹相談支援センタ

ーのイメージ図（案）になります。 

基幹相談支援センターの担う主な業務は４つです。 

      ①総合相談、専門相談 

         ②地域移行、地域定着 

③地域の相談支援体制の強化 

④権利擁護、虐待防止 

以上の４つの柱を業務の中心とし、運営主体は障害福祉課、また、北

区が委託している事業者とし、現在も行っておりますが、相談支援事

業所連絡会などの開催による各相談支援事業者との連携や、北区自立

支援協議会との連携、他自治体の基幹相談支援センターとの連携を行

いながら、機能の充実を図っていきたいと考えております。 

自立支援協議会、相談支援部会においてご検討いただいておりますが、

そういった意見を拝聴しながら、検討を進めていきたいと考えており

ます。 

北区では現状未整備ですが、基幹が担うべき各機能については、障害
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福祉課及び委託事業者等で進めています。地域移行・地域定着が進ま

ないなどの課題もありますが、引き続きサービスの拡充に努めてまい

ります。 

会 長：ありがとうございました。それでは、ここで自立支援協議会、相談支

援部会長から、資料 2-1 に基づきまして基幹相談支援センターに関す

る検討の中間報告を行っていただきたいと思います。 

委 員：それでは、資料 2-1 に沿って説明させていただきます。平成 28 年度、

相談支援部会では北区障害者計画基本目標 1 の施策目標である「基幹

相談支援センターの設置」について検討を行っています。主な業務内

容等は、先ほど事務局から説明がありましたので割愛させていただき

ます。今年の活動は相談支援部会としては 4 回実施し、その間、豊島

区及び文京区の基幹相談支援センターの視察を行いました。ご説明の

中で多かった話では、相談の内容は圧倒的に精神が多かった、人材の

確保の難しさ、経験の浅い職員の対応の難しさ、ワンストップサービ

スの提供の難しさなどを伺いました。また、関係する事業者等に、基

幹相談支援センターの役割などを周知することも必要だと思います。 

    相談支援部会における主な意見としては、24 時間 365 日の相談体制

はどのようにすればよいのか、区がやればよい、委託がやればよいと

いう問題ではなく、それぞれの役割を明確にして協働するスタンスが

必要なのではないか、障害者福祉センターの活用などの意見が出てい

ます。今後については、引き続き相談支援部会で検討を進めていき自

立支援協議会に報告を上げることになりますが、相談支援部会のみな

らず、多くの人の意見を聞くべきだと思いますので、地域生活支援拠

点の整備などを視野に入れた研修、勉強会のようなものを開催できれ

ばと思います。 

会 長：ありがとうございました。何かご意見等ありましたらどうぞ。 

事務局：研修、勉強会の実施という要望をいただきました。まだまだ基幹相談

支援センターのイメージが湧かない方もいらっしゃると思いますの

で、できれば年度内に勉強会等を開催し、理解を深めていけたらと思

います。 

委 員：相談支援部会の視察先は、健康福祉委員会の視察先と同じでしょうか。

議員８名で行きましたが、文京区は委託方式でしたね。人員が８名お

いでになって、印象に残ったのは待ちの姿勢でなく、非常に積極的だ

ったことです。北区もそのようにしていければと思います。 

会 長：東京都に限らず、全国から情報を集めてほしいと思います。これは介

護保険で言うと地域包括支援センターですね。福祉というと高齢者の
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方が先行していますが、後れを取らずに頑張っていきたいと思います。

事務局：地域包括支援センターと基幹相談支援センターの違いがありまして、

財源の問題です。介護保険の場合には、国 1/2、都 1/4、区 1/4 と

いった構成で財源が確保されているのですが、基幹相談支援センター

については財源の話が何も出てきていない状況です。地域包括支援セ

ンターは北区内に１７か所ありますが、基幹相談支援センターには人

員の問題もあります。確保できるのか。文京区は８人ということです

が、そこまで手当ができるかということもあります。財政的な難しさ

はあります。 

会 長：国がしっかり方針を示して欲しいところはあります。 

（２）地域生活支援拠点について 

会 長：資料３に基づき事務局より説明をお願いいたします。 

事務局：それでは、資料３をご覧ください。地域生活支援拠点の整備につきま

しては、第４期北区障害福祉計画の中で、成果目標を定めております。

国、東京都、北区ともに、平成２９年度末までに１カ所整備すること

を目標にしております。 

２ページ目をご覧ください。地域生活支援拠点とは、障害者の重度化、

高齢化、親亡き後を見据え、居住支援のための機能を地域の実情に応

じた創意工夫により整備し、障害者の生活を地域全体で支えるサービ

ス提供体制を構築することを目的としています。 

整備手法につきましては、グループホームや基幹相談支援センター、

障害者支援施設などを兼ね備えた『拠点整備型』と、地域の社会資源

をつなぎ、地域全体で対応する『面的整備型』があります。北区は面

的整備型を目指し、検討を進めていきたいと考えております。 

３ページになりますが、地域生活支援拠点の整備に関する基本的な考

え方等をお示ししております。 

全国的にこの地域生活支援拠点の整備が進んでいないことから、国で

は『平成３２年度までに』と目標を修正する、成果目標（案）が出て

います。こうした状況を踏まえながら、検討を進めていきたいと考え

ております。 

また、自立支援協議会、地域生活部会においても、ご検討いただき、

ご意見等いただければと思います。 

会 長：何かご意見等ございますか。 

全委員：（なし） 

会 長：国の動向を踏まえながら、地域生活部会で検討していただければと思

います。よろしくお願いいたします。 

（３）その他 

①障害者差別解消法に係る苦情等の調査結果について 

会 長：資料４に基づき、事務局から説明をお願いいたします。 

事務局：それでは、資料４をご覧ください。平成２８年４月１日より法律が施
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行され約９か月が経過しました。これまで、北区庁内の職員に対し、

職員対応要綱を定め、職員ハンドブックの配布や職員研修などを行い、

職員の対応について努めてまいりましたが、実態を把握する意味で、

本調査を実施いたしました。後ほどご高覧いただければと思います。 

会 長：ありがとうございました。ご覧になって、何かご意見等はありますで

しょうか。職員のお気づきの点等、補足があればお願いします。 

委 員：昨年の法施行より、職員ハンドブックなどを基に、数回にわたり私ど

も何度も研修を重ねてまいりました。また、一般区民や事業者に向け

たシンポジウムも開催いたしました。この資料４ですが、調査をしま

したが母数が少ないこともあり、９０％という数字も果たしてどの程

度かということも言えると思いますが、今後も職員研修を徹底して行

ってまいりたいと思っています。また、結果をフィードバックしてい

きたいと思います。 

会 長：ありがとうございました。想定問答集のようなマニュアルがあっても

よいかと思います。よろしくお願いしたいと思います。 

委 員：資料４は役所の職員の方だと思いますが、各通所施設や学校の保護者

会を見ていると、保護者からの虐待が多いことに気づきます。毎日接

していると、何気なくやっていることが虐待となってしまっていても、

なし崩しになってしまっています。そういう意味でも、普及啓発をお

願いしたいと思います。 

会 長：ありがとうございました。他にご意見はいかがですか。 

委 員：病院での差別を経験したので、病院も研修の対象にしてはどうでしょ

うか。 

事務局：まずは職員に対しての研修を行いましたが、病院を含め民間事業者に

も普及啓発を行っております。分かりやすいリーフレットを作成し配

布しました。また今後は事業者等をターゲットにシンポジウムも開催

いたします。こちらは北区の法人会を通じて４０００部のチラシを配

布しています。 

委 員：就労している障害者で、現在は給与が振り込み式になっていて、家族

に使われてしまい、経済的差別、貧困などが問題になっています。働

いているのに、働き甲斐を感じないという人を見かけます。 

委 員：虐待防止、差別解消とありがたいのですが、障害者は今日あったこと

を忘れてしまうし、冗談は通じないということを理解してほしい。成

年後見制度についても、しっかり啓発してほしいと思います。 

委 員：障害者差別解消法の職員マニュアルですが、当事者の意見を求めてほ

しいと要望しましたが、いかがでしょう。また、今後も社会情勢に応

じて改訂等を行ってはいかがでしょうか。 

事務局：内閣府の情報等を参考にしながら、権利擁護部会で意見をいただきな

がら作成しました。 

委 員：今後見させていただき、意見があれば言っていきたいと思います。 

②障害者差別解消法相談窓口における相談について 

会 長：資料５に基づき、事務局より説明をお願します。 

事務局：それでは、資料５をご覧ください。１ページ目の網掛けがある事例に
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ついては、前回の協議会で既にご説明済みです。２ページをご覧くだ

さい。６の事例は雇用、就労に関する相談であったため、ハローワー

クの担当部署に引き継いでおります。なお、７の事例につきましては、

相談相手の事業所が豊島区であるため、同区の障害福祉課に引き継い

でおります。なお、区には指導権限がありませんので、仲介、相談は

できますが、指導や勧告などは国の関係府省庁によるところになりま

す。 

８の事例につきましては、合理的配慮を試みる好事例になるかと思い

ます。結果についての報告はありませんが、こうした事業者による積

極的な配慮が進むよう、北区として啓発活動を継続していきたいと考

えております。 

会 長：何かありましたら、ご意見等いかがでしょうか。 

委 員：就労に関する差別についての意見が多くなっていると思います。ハロ

ーワークが担当していると思いますが、就労に関する差別に力を入れ

てほしい。 

また、視覚障害者に渡す書類を入れ間違えた事例がありました。郵送

される場合などは、点字は難しいことは承知していますが、封筒にど

こからの手紙か分かるように点字シールを貼ってほしいと思います。

また、読むのに時間が掛かるので、締め切り等に時間的な猶予を多く

とってほしいと思います。 

会 長：重要なご指摘だと思います。行政だけでなく、事業者にも知ってほし

い事例です。草の根的に我々も広めていきたいと思います。 

委 員：一般就労していましたが、ハローワークに相談したら大変なことにな

ってしまうと思います。企業にペナルティを課せられてしまうようで、

就労の関係でハローワークに相談するのは難しいと思います。 

委 員：ハローワークに行く前に、就労支援センター北に相談するとよいと思

います。今、企業も様々な障害者雇用を増やしてきています。 

委 員：浮間地域でバスがなくなってしまいました。都バスだったらこうはな

らなかったかもしれませんが、現在、昼間は１本も走らず、夜間は料

金が２倍で、高齢者や障害者はどうしているのか心配です。代替手段

もないまま事業を止めてしまうということは、合理的配慮の面からし

てどうなのかと。また、６５歳以上の問題ですが、介護保険の適用に

よるサービスの低下などはどうなのでしょうか。 

会 長：福祉全般に関わる問題として受け止めます。北区地域保健福祉計画等

にも反映していきたいと考えます。 

事務局：平成３０年度に改定が予定されている、改正障害者雇用促進法により、

企業の法定雇用率が上がるため、積極的な障害者雇用が期待できる反

面、トラブルも危惧されるところです。就労支援センター北の機能の

拡充を図ってまいりたいと思います。 

    また、バスの問題は難しいところです。合理的配慮としての見解では、

過重な負担としてどう捉えるか、法律のつくりからは難しいと思いま

す。６５歳以上問題につきましては、１割負担となっていますが、お

金の問題だけでなく質の問題であると認識しています。北区では障害
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者が６５歳を迎える前から、必要な方には調査を行い、サービス量の

確保を行っております。今後も国の動向を注視しながら、適切に対応

してまいりたいと思います。 

会 長：ありがとうございました。介護では第７期の計画になるかと思います

が、まさに地域包括支援の考え方が必要になると思います。 

③障害者虐待の現状について 

会 長：事務局より説明をお願いいたします。 

事務局：（資料６を読み上げ、説明。） 

会 長：ありがとうございました。何かご意見、ご質疑等ありましたらどうぞ。

委 員：虐待があったかどうかは、何処がどのように判断するのでしょうか。 

事務局：通報を受け、事実確認調査を行い、課内で協議して決定します。 

委 員：虐待ではない、という案件もありましたか。 

事務局：むしろ、その方が多いという状況です。 

委 員：不明の１７件というのは。 

事務局：不明他というのは、調査の結果、明らかに虐待の判断には至らなかっ

たもの、あるいは調査不要という案件です。虐待の判断は非常に難し

く、例えば口頭による虐待などは虐待認定するのが非常に難しいです。

そういった場合は、弁護士に相談し、慎重に対応する必要があります。

委 員：これは通報のあったデータであって、実際はかなり虐待があると思い

ます。親の場合、不本意にしてしまう場合もあります。 

会 長：ケースバイケース、それぞれ事情もあり、区のご苦労もあろうかと思

います。 

④障害差別解消法シンポジウムの開催について 

事務局：チラシをご覧ください。平成２９年２月１日（水）午後６時から、北

とぴあつつじホールで開催いたします。川村会長による基調講演の後、

当事者等を交え、差別解消法に係る相談事例等についてディスカッシ

ョン方式で行います。自立支援協議会委員の方にも出演いただきます

ので、是非、お誘いあわせの上ご参加いただければと思います。 

会 長：当日の参加をお待ちしています。区民及び事業者を対象に考えていま

す。お誘いあわせの上是非ご参加ください。 

    その他にも、黄色のチラシ、黄緑のチラシも配布しています。よろし

ければ説明をどうぞ。 

委 員：黄色いチラシは精神の講演会で、東京都主催で行います。自死につい

て考えるというものです。緑のチラシは北区の精神保健福祉講座です。

毎年行っているものですが、今回は住まいの事を考えようということ

で、北区ニュースを見た方からお申し込みをいただいている状況です。

よかったらご参加ください。 

会 長：お誘いあわせの上ご参加ください。もう一枚、Ａ４の東京都北区自立

支援協議会へのお願いという資料が委員から提出されています。一言

お願いします。 

委 員：これから就労の問題が増えると思いますので、就労の専門部会を設置

してはどうかと提案させていただきました。よろしくお願いいたしま

す。 
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会 長：当日配付なので、今、少し見ていただきたいと思います。 

    事務局からはいかがでしょうか。 

事務局：貴重なご意見をありがとうございます。北区自立支援協議会では、地

域生活部会におきまして『障害者計画の基本目標２』を検討の範囲と

しております。就労に関することもここで検討できると思いますので、

新たな部会の設置は考えておりませんが、地域生活部会の中で取り上

げていただき、議論の上、自立支援協議会に報告を上げていただけれ

ばと思います。 

委 員：知的、精神、身体では就労に関する問題は違うと思います。 

事務局：地域生活部会の中で、議論を分けていただければと思います。別の部

会を設置することは考えておりません。 

委 員：就労もあったり、地域生活支援拠点もあったりと、検討が大変だと思

いますが、いかがでしょうか。 

委 員：重点課題を選び、位置づけて、検討するしかないと思います。 

事務局：部会の中で優先順位を付けて検討していただければと思います。 

会 長：その他、何か言いたいことがありましたらどうぞ。 

委 員：何をするにも人がいなくてはできないと思います。ヘルパーさんをど

う確保するのか。また、一人に多くの負担をかけてしまうと、それが

虐待につながるのではないかとも思います。北区で、福祉施設で働き

たいという人を増やさないと。北区で働くメリットみたいなものを考

えられないかと思います。福祉職、福祉の担い手になる人が、長く勤

めてくれるような環境を整えないと、基幹相談支援センターも理想だ

けでは、と思ってしまいます。 

副会長：人材不足は深刻です。募集を出しても全く問い合わせがない。人材確

保を考えてほしいと思います。区の努力には、相談窓口の力には感謝

しています。世間では、どこにも相談できずに起きてしまう事件もあ

ります。大切な命を守るために、地域におけるサポートが必要だと思

います。声なき声が聞こえるように。 

    学校や高齢を理由にせず、包括的にケアできる担い手づくりも大事だ

と思いますし、区に支えていただければと思います。当事者の声とし

て、自分のできることは発信していこうと思います。 

委 員：今の話に関連しますが、東十条から神谷のエリアで、社協のＣＳＷ（コ

ミュニティ・ソーシャル・ワーカー）を活用し、個別ケア、地域ケア

を推進しようという話が出ています。小さなエリアで助け合い、福祉

サービスに頼るのではなく、地域の人が担い手になり助け合っていこ

うというもので、厚労省の話でも、国会に社会福祉法の改正を上程す

るという話も出ているようです。障害、高齢など、分野別に割るので

はなく、統合して考える。支えあいを住民意識として持って動こうと

いうものです。 

委 員：長生きするなら北区が一番、子育てするなら北区が一番と聞くが、障

害者は予算かかるとか、養護学校があるから、とか聞くとさみしい気

持ちになります。障害福祉課が頑張っているのはよく分かっています

が、障害者に優しい北区であってほしいと思います。 
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委 員：父母の会５０年の歴史の中で、私たちができることは何だろうという

中で、障害者の実態を知ってもらうことだと考え、自分の子どもも外

に連れ出し、電車に乗り、コンサートに行ったり流行のものを着たり、

皆の視線を感じながらも動いています。自助、共助、という言葉があ

りますが、 近は『ご近所』という言葉を使っています。まずはご近

所の方と親しくし、実態を知ってもらおうと取り組んでいます。 

会 長：ありがとうございました。まさに、行政に対する期待だけでなく、区

民の力を活用していくことは重要だと思います。 

委 員：２０年間、民生児童委員をやっていました。私も見ている地域の事例

ですが、老老介護などの場合、外に出ないため情報が入ってこない。 

    特に、マンションなどは隣にいても分からないという状況です。また、

障害者の方が自ら壁を作ってしまっている現実もあります。相談して

くれれば何かに繋げられるのに、と思いながらも個人情報の問題もあ

って、踏み込むのが難しいところがあります。 

会 長：ありがとうございます。民生児童委員としての立場からご意見をいた

だきました。地元の町会自治会との連携も考えていかなければならな

いと思います。いずれにしても、共生社会の実現に向けては地域力の

向上は欠かせないということだと思います。地域保健福祉計画や社協

の活動、自立支援協議会との連携も考えていかなければなりません。

みなさまからのお知恵をいただきたいと思います。 

（４）次回の開催について 

事務局：現在の委員の皆様の任期は平成３０年３月３１日までとなっておりま

すので、平成２９年度は同じメンバーでお願いできると思います。次

回は平成２９年度第１回の協議会となります。日時につきましては未

定ですが、５月から７月の間に開催したいと思います。その中で、各

部会の事業報告や計画の実績報告を行いたいと思います。 

日時等が決まりましたら、通知させていただきますので、よろしくお

願いいたします。 

３ 閉会 

会 長：それでは、予定しておりました議事をすべて終了しましたので、閉会

いたします。副会長からひと言お願いいたします。 

副会長：障害者が壁を作っているということは、確かにあると思います。自分

も母親と二人で頑張っていた時に、周囲の力を借りてはいけないとい

う思いでやっていました。壁を作ると孤立してしまい、情報が入って

きません。障害福祉課等に相談できることさえ知りませんでした。 

    震災の後、当時人工呼吸器の保険もきかない頃ですが、バッテリーの

対応などの問題について、厚労省に意見を言いに行きましたが、うち

じゃない、と各所管をたらいまわしにされました。担当する所管が決

まってなかったようです。その後、関係所管が集まり、対応してくだ

さいました。人の命に係わることですので、教育、福祉などの枠を超

えてこれからも取り組んでいただけたらと思います。 

 

会 長：ありがとうございました。それでは、平成２８年度第２回東京都北区
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自立支援協議会を閉会いたします。お疲れ様でした。 

以上

 

 

 


