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平成 29 年度 第 1 回東京都北区自立支援協議会要旨録 

時 平成 29 年 6 月 28 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、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、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、須賀田元彦、松井裕 

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、中野宰至、伏見可奈子） 

［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．委員の委嘱及び紹介（資料１～４） 

３．議事 

（１）平成29年度活動報告について（資料５） 

（２）北区障害者計画進捗状況調査結果について（資料 6） 

（３）第４期北区障害福祉計画の実績について（資料 7） 

（４）平成 29 年度専門部会について（資料 8） 

（５）第５期北区障害福祉計画・（仮称）第１期北区障害児福祉計画 

について（資料 9、10） 

（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 11）

②障害者差別解消法シンポジウムの実施結果について（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 28 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 29 年度専門部会名簿及び検討事項 

（資料９）国の動向等について 

（資料 10）計画目次案 

（資料 11）障害者差別解消法相談受付一覧表 

（資料 12）障害者差別解消法シンポジウムアンケート集計結果 

（資料 13）閉会後席次表 
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要旨 

１．開会 

●事務局より資料確認 

●会長より開会宣言 

２．委員の委嘱及び紹介 

●会長より新委員紹介 

●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として設置され、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、平成 27 年度の本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。 

会 長：そのように決定してよろしいでしょうか。 

全委員：異議なし。 

３．議事 

（１）平成 28 年度活動報告について 

●事務局より資料説明 

会 長：新委員の専門部会の配置はどうなりますでしょうか。 

事務局：この後、資料 8 に基づきご説明したいと思います。 

（２）北区障害者計画進捗状況調査結果について 

●事務局より資料説明 

委 員：ショートステイの充実について、重症心身の方、医療的ケアの必要な

方について早急に対応していただければと思います。また、福祉に関

わる職員の養成について、もっとスムーズにできないものかと思いま

す。そんなに予算も付けずにできるのではと思います。グループホー

ムの整備については、身体のグループホームの数が増えていないこと

や、そこで働く人材の確保等が課題としてあると思います。 

事務局：昨年 11 月に区有地を使って整備したグループホームでは、定員 10

名の内 5 名の方を重度としました。しかし、ご指摘のとおり知的の重
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度ということでありまして、身体を重複している方や身体の重い方は

難しい現状です。滝野川３丁目区有地を活用したグループホームの整

備について、現状、内容を詰めているところですが、重度障害者の受

け入れを考慮したものを検討しているところです。しかし、ハードル

を上げれば整備費、コストがかさむため、公募に手を挙げる事業者が

出てこないことも考えられます。従いまして、慎重かつ前向きに進め

ていきたいと考えています。 

    福祉人材の問題は本当に深刻な問題です。昨年、移動支援の支給条件

を緩和したのですが、ヘルパーがいないことで利用ができないという

事例が多く出てきています。特に重度障害者をケアするヘルパーを早

急に養成していく必要があると思いますので、障害者福祉センターと

連携しながら取り組んでいきたいと考えています。 

委 員：大変なことは承知しています。障害のある人が安心して暮らせる北区

を目指して欲しいと思います。また、職員研修などにも力を入れてほ

しいと思います。 

会 長：障害者計画の検討、第４期障害福祉計画の検討は各専門部会で実施し、

最終的に報告書としてまとめていただきたいと思います。 

事務局：そのように取り計らい、報告書は区にフィードバックしたいと考えて

います。 

委 員：障害者の高齢化について、色んな課題があります。生活介護事業も必

要性が増えてきていると思いますが、飽和状態で入れない。そのよう

な中、区としてはどうしていこうと考えていますか。また、グループ

ホームなどによる看護師の配置などがなく、医療的ケアが受けられな

い障害者が困っていることについていかがでしょうか。 

事務局：桐ヶ丘地域で障害者が高齢者を支える施設を運営しており、55％を超

える高齢化率の地域で配食サービス、食堂を運営しています。就労Ｂ

型施設の在り方が変わってきている、変わらないといけないと感じて

います。高齢者が障害者を支えることがあってもよい、町会、自治会

が主導で行うこともよい。地域コミュニティーの在り方が変わってき

ているのだと思います。 

    介護保険は障害よりだいぶ進んでいると思います。在宅ケアなどの多

様な在り方が検討されています。24 時間の訪問サービスなど、これか

ら出てくるのではないかと思います。新しいサービスを取り入れてい

くことで、グループホームの在り方も変わってくると思います。 

会 長：昨日、北区の地域保健福祉計画の策定委員会がありました。委員おっ

しゃるとおり、地域福祉として連携していくことが、今求められてい
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ます。また、来年から介護保険は第７期に入ります。高齢者、障害者、

子どもなどを包括的に考えていく必要があると思います。 

委 員：地域包括ケアシステムの構築を 2025 年、団塊の世代の方々が後期高

齢者となる時期にと検討を進めているところですが、高齢者、障害者、

子どもを持った世代、全てが支え手になる共生社会を実現するための

総合システムを構築しなければならない。現状はまだアバウトな検討

になっていますが、情報収集に努めるとともに、高齢者に限らず広げ

た形で進めていきたいと考えています。 

委 員：現場では、介護職の人材が不足していて、事業所も利用者も困ってい

る実情があります。数年前に、国が緊急雇用の対策を出したと思って

いるのですが、東京都も取り組みを開始したように思っています。全

国的には、介護職育成の学校が減っているということで、若い人の教

育の学校自体が減っていて、育成が課題と聞いています。東京都や北

区で何か取り組みはされているのでしょうか。 

事務局：相談支援専門員の育成はありましたが、介護職は健康福祉課でヘルパ

ーの助成を行っていると思います。 

委 員：いくつか区の事業をご紹介しますと、一つは社会福祉協議会に委託し

て行っている「仕事フェア」年に３回程度、ここでは福祉人材を募集

している事業所と、福祉の仕事に就きたい人にお集まりいただきマッ

チングを行うということで、400 人くらいの参加者がありました。そ

の中で何人かが実際に北区内の福祉の仕事に就いているという実績は

あります。また、介護の事業所がそこで働く人材のレベルアップ、資

格を取る場合などの費用について給付を行うこともやっています。ま

た、北区の近隣大学と協定を結んでいる中で、学生さんに北区の福祉、

介護の実態を知ってもらうという意味で実習や夏休み等のアルバイト

募集などを行っており、将来的に福祉人材として活躍していただける

ような活動などを行っています。 

会 長：東京、大阪の各大学において、授業の一環として福祉人材確保のため

の講座を開催しています。コツコツと活動をしていますが、肝心なこ

とは、国がもっと具体的な施策を講じること、賃金を上げることだと

思います。我々や自治体だけでどうにかできる問題ではないです。 

（３）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 

副会長：自分がこの場に来られるのも、ヘルパーさんがいるからできることで

す。ヘルパー不足は本当に深刻化していて、サービスの実績のみでは

見えない部分です。どうすれば人材が福祉の中に入ってくるか、区の

方にも助けてほしい、考えてほしいと思います。福祉人材がどれくら
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い足りないのか、把握することも難しいとは思いますが、様々なサー

ビスにおいて共通する課題として人材不足を捉えて、計画等の中でも

検討してほしいと思います。 

会 長：現時点での不足人数等が分かりますでしょうか。 

事務局：正確な人数を捉えているわけではありませんが、東京都で運営してい

る大きな社会福祉法人の施設において、約 7 割に欠員が生じていると

いうことを聞いています。 

会 長：ほとんどが高齢者ヘルパーで、障害者のヘルパーは少ないです。副会

長の介助をされているヘルパーさん、現場で感じることなどありまし

たら一言お願いします。 

ヘルパー：認知度の問題が大きいです。こういう仕事があるということを紹介に

よって知ったので。大学等でも広めていくことは必要で、みんなで考え

ていくことが大事だと思います。 

会 長：北区にはたくさんの学校がありますので、広く知ってもらうために啓

発を行い、一般区民にも知ってほしいですね。 

    特別支援学校などではいかがでしょうか。 

委 員：お話を伺って、教育の担う役割は大きいと思います。理解推進という

部署がありますので、学校に来てもらうことなどを考えて、理解を進

めるということは力を入れています。特別支援学級以外の普通学級の

先生にもアピールをしていって、これから目指す共生社会に向けて、

現場で起こっている問題事項を知ってもらい、セミナー等を通じて伝

えていきたい。また、新たにできる地域交流室をうまく活用して、積

極的に地域に広げていきたいと思います。 

会 長：素晴らしいお話しです。是非、期待しております。学校、地域との交

流は日本の場合非常に閉塞的で、欧米に比べると閉鎖的です。クラブ

活動なども学校の中でやっていて、地域に出てやってほしいと思いま

す。みんなで知恵を絞ってやっていきたいと思います。 

（４）平成 29 年度専門部会について 

●事務局より資料説明 

会 長：それぞれの専門部会で基本目標に沿った検討を行っていただき、計画

策定に関するご意見も伺えればと思います。私からの提案で恐縮です

が、災害時の避難、支援等、安心・安全な暮らしについて、地域生活

部会でも検討いただければと思います。他の自治体では災害時の計画

も散見されています。 

事務局：所管としましては地域生活部会かと思いますが、区では今年、地域防

災計画の改定などもありますので、合わせて検討できればと思います。

会 長：相互で情報共有しながら、検討を進めていただければと思います。新

しい委員さんも含め、何かご意見等ありましたらお願いします。 

委 員：虐待防止センターに関わる検討というのはどこの部会でしょうか。 

事務局：虐待防止センターに関する検討は権利擁護部会で行っております。 

会 長：権利擁護部会については、社協の委員もお見えですが、障害者の方の

成年後見制度についても考えていかなくてはならないと思いますが、

いかがでしょうか。 
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委 員：相談の統計を取っていましても、高齢者の方の方が多く障害者の方が

少ないのは事実で、アピール不足もあると思いますし、成年後見制度

についても広めていく必要があると思います。先日も知的障害者の施

設から、保護者でなく、本人に対して説明してほしいという話があり

ました。みなさん、熱心に聴いていただいて、多少、寸劇などを取り

入れながら行ってきました。表に出て、待つだけではなく広げていく

取り組みが必要になってくるのではないかと思います。色んな方にア

ピールしていきたいと思っています。 

会 長：私も北区社会福祉協議会の成年後見制度推進委員会に関わらせていた

だいていますので、そことも自立支援協議会の情報を共有して、障害

者の方にも成年後見制度の必要性について広報をしていきたいと思い

ます。 

委 員：虐待防止と基幹相談支援センターの連携が必要だと思います。権利擁

護なのか、相談なのか、これでいいのかと思います。 

会 長：基本的に切り分けるものではなく、横断的にまたがるものだと思いま

す。部会の検討で切り離さずに、合同部会で検討してもよいと思いま

す。 

事務局：虐待防止センターの充実というのは、相談支援部会の検討項目にも入

っています。臨機応変にご議論いただければと思います。 

会 長：一番大事なことは、障害者の立場に立って考えることですね。十分ご

議論いただいて、全体会にもご報告いただきたいと思います。 

委 員：昨年度、基幹相談支援センターの設置や地域生活支援拠点の話が出て

いたと思いますが、その後どのように動いていくのでしょうか。 

事務局：昨年、視察も含め勉強会を行い、理解を深めていただいたと思います。

区としましては、基幹相談支援センターについて、ご相談をしながら

施策を構築していこうと思います。既に北区の場合、虐待防止センタ

ーは設置済ですし、相談支援連絡会も設置しています。いわゆる基幹

相談支援センターの役割を、様々なところで実施していますので、そ

れをいかに結び付けていくか。イメージとしましては、王子障害相談

係に核を置いて、3 つの委託の相談事業所がありますが、この 3 つが

中心となって総合相談専門相談、地域の相談体制の強化、連携、ネッ

トワークづくり、権利擁護・虐待防止、なかなか進みませんが地域移

行、定着支援といったものをネットワーク化する中で担っていきたい。

ただし、24 時間体制の課題などもありますので、時間をかけながら考

えていきたいと考えています。 

（５）第５期北区障害福祉計画・（仮称）第１期北区障害児福祉計画について 

●事務局より資料説明 

会 長：共生社会の実現に向けて、専門部会でも検討していただきたいと思い

ます。後ほどでも、何かご意見、ご質疑等ありましたらどうぞ。 

（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 

②障害者差別解消法シンポジウムの実施結果について 

●事務局より資料説明 
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会 長：民間事業者による苦情、合理的配慮の不提供が多いですね。今朝の新

聞で、格安の航空会社が車いすの男性客の移動および介助を認めず、

自力で搭乗できなければ乗れないとして、タラップを這って登らせた

という酷い話がありました。まだまだ障害者に対する配慮不足が強く、

普及しないことがメディアでも話題になっていました。こういった相

談に上がってこないケースも多々あるのではないかと思います。 

    2 月につつじホールで行われたシンポジウムでは、多くの意見が出さ

れ、アンケートにもたくさんの意見を頂戴しました。今までにないよ

うな充実したシンポジウムだったと思います。 

    さて、区議会議員の新委員の方はいかがでしょうか。何かありました

ら一言お願いします。 

委 員：ヘルパーさんなどの人材不足が深刻だということは認識しています。

これは国に訴えるしかないな、というのはありますが、もっともっと

地域の人、現場の人が声をあげて、新しい制度を模索していくという

必要性もあると感じます。 

委 員：自立支援協議会委員の皆様の意見、大変勉強になりました。障害当事

者の方の高齢化、重度化の問題や、医療的ケアの問題、就労の問題な

ど、総体として障害者の方の暮らしを豊かにしていこうとする中で、

地域共生社会としての必要性もあると思いますが、保育などもそうで

すが、専門職など、核となる人たちの処遇改善が欠かせないと思いま

す。国、都、区も、若い人が就職したくなるような施策を整えていか

なくてはならないなと改めて感じました。 

会 長：ありがとうございました。以上、予定していた議事は終わりますが、

全体をとおして何かありましたらどうぞ。 

委 員：資料 7 に関連して質問ですが、あすなろ、若葉福祉園に相談支援事業

所を作るという話でしたが、障害者福祉センターと赤羽西福祉工房で

はやる予定はないのでしょうか。 

事務局：計画相談はまだまだ進まない部分がありますので、推進する立場とし

ては区立の施設、特に重度障害者の施設につきましては緊急性が高い

場面も考えられますので、やっていきたいと思います。しかし、相談

体制が取れるかどうかの問題がありまして、人員配置の問題などもあ

ります。従いまして、これは現場とよく相談しながら進めていく必要

があると思います。 

委 員：そんなに多い数ではないですが、計画を立ててくれる特定相談事業所

が見つからないという相談を受けることがあります。やはり、障害者

福祉センターと名乗っているところなので、前向きにやっていただけ

ればと思います。本来計画は第三者機関がやるべきなのかもしれませ

んが、生活介護に通う重度の方ですと、日々の生活を見ている方が計

画を立てるのも一つの方法なのかなとも思いますので、北区には生活

介護が 5 カ所ほどありますので、センターには頑張っていただきたい

なと思います。 

委 員：センターの職員にも、日頃、介護をしている職員が計画を作ることが

よいという認識があります。現場の人員配置や課題などを総合的に勘
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案しながら、障害福祉課とも連携して進めていければと思っています。

委 員：昨年、北特別支援学校は介護職を 40 名ほど入れました。事業の中で

ヘルパーさんたちが介助するということで、若く、はつらつとしてい

る方たちです。東京都、学校の努力で集まるのです。ですから、北区

の中でのＰＲ度も大事です。看護職について、北区では訪問看護ステ

ーションは 25 事業所ありますが、小さな事業所なので、1 か所 1 か

所で募集しても弱いです。訪問看護ステーションの協議会でホームペ

ージをつくって発信したところ、全国から就職してくれています。Ｐ

Ｒ度は大切だと思います。発信することが大事だと思います。 

    また、重症の方のデイサービスがなく、受け入れることが難しく、利

用者の権利を侵害しているという状況の中で、重症の方を受け入れる

場所をつくりたいと思いますが、場所がありません。土地がないとい

うのは厳しいと感じています。 

    最後に、障害とは手帳を取得している人だけではないということです。

癌になり、抗がん剤治療をすれば手足がしびれ、街中を歩くことさえ

困難になります。障害者というより、区民全体の問題です。誰が癌に

なるか分からない訳です。北区として、障害というものを大きく捉え

ていただいて、みんなが安心して暮らせるまちづくりをしていただき

たいと思います。 

会 長：現場からの貴重なご意見、ありがとうございました。 

（７）今後の予定 

事務局：第２回は 10 月頃開催させていただく予定です。この時に計画の素案

をお示しできると思います。追って通知いたしますので、よろしくお

願いいたします。 

会 長：それでは、資料 13 を参考に閉会後にお集まりいただき、各部会で第 1

回の開催日程調整等を行ってください。権利擁護部会は新たに部会長

を選任し、結果を事務局までお伝えください。最後に、副会長からひ

と言いただきたいと思います。 

副会長：北区にも問題は山積しています。現行の問題が解決する前に新たな問

題が出てくるという厳しい状況ですが、自分が今日、この場に出させ

ていただけるのもきちんとした教育を受けてきたおかげなので、教育

は大事なことだと思います。情報の整理だけではなく、問題提起と検

討を重ね、アイディアを生み出していく、対策を講じていくことが大

切だと思います。そうすることで、手帳のない人も、障害のある人も

ない人も暮らしやすい共生社会をみんなでつくっていくことができる

のだと思います。 

会 長：それではこれで終了といたします。お疲れ様でした。 

以上

 

 


